
                                                     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２７年１月２９日（木） 

 

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 

  山田  泉 雇用均等室長 

 

３ 審査対象期間 

   平成２６年９月１日～平成２６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   ３ 件 

・審議件数      ３ 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   ５ 件 

・審議件数      ５ 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          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   １ 件 

・審議件数      １ 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）

八幡浜公共職業安定所階段室
改修工事請負契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３

平成26年11月11日
株式会社ＢＲＣ
松山市西石井6丁目5
番18－1

一般競争入札 2,851,200 2,214,000 77.7
4者

所見なし

今治労働基準監督署水道配管
改修工事請負契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３

平成26年12月18日

亀川設備工業株式会
社
愛媛県西条市高田４９
３－３

一般競争入札 1,809,467 1,797,726 99.4
2者

所見なし

愛媛労災特別介護施設軒天井
修繕工事請負契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３

平成26年12月18日
株式会社川下建設
愛媛県西条市新田２１
５番地１

一般競争入札 9,234,163 8,077,968 87.5
1者

所見なし

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２６年９月１日～平成２６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　菅野博文
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２６年９月１日～平成２６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）

今治労働基準監督署水道配管
改修工事設計・監理業務契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３

平成26年9月10日

株式会社大野建築構
造事務所
愛媛県松山市緑町２－
７－１２

一般競争入札 1,115,272 1,047,600 93.93
4者

所見なし

大洲公共職業安定所ブラインド
取替業務契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３

平成26年10月10日
株式会社オフィス・ラボ
愛媛県松山市今在家４
丁目９番３２号

一般競争入札 1,122,154 708,480 63.14
3者

所見なし

愛媛労働局管内5施設に係る書
庫・棚類購入及び設置等契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３

平成26年11月21日

北四国事務器株式会
社
愛媛県松山市空港通５
－１０－６

一般競争入札 1,170,188 749,152 64.02
6者

所見なし

愛媛労働局２施設で使用する官
用車交換契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３

平成26年11月27日
愛媛ダイハツ販売株式
会社
松山市宮田町179番地

一般競争入札
（総合評価の実
施）

2,203,972 1,911,600 86.73
2者

所見なし

電子複写機交換及び保守契約
愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３

平成26年11月27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 2,623,581 428,864 16.35

2者
単価契約含
む(契約金
額は3カ月
の保守料＋
交換費用）

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

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２６年９月１日～平成２６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）

平成26年度中長期的なキャリア
形成を支援するためのキャリア・
コンサルティング等の実施委託
契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３

平成26年10月24日

株式会社東京リーガルマ
インド
東京都中野区中野４－１１
－１０　アーバンネット中野
ビル

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。

8,313,617 8,305,958 99.91 0
2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 #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２６年９月１日～平成２６年１２月３１日 愛媛労働局


