
平成２６年度第１回公共調達監視委員会審議概要 
 
                           
                          平成２６年１０月２２日 
                          愛媛労働局第二会議室 
 
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２６年１月１日～平成２６年８月３１日  １０件 
 
 
３ 概要等 
   別添「公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果」のとおり。 
   なお、予定価格の算定内訳等について、質疑応答がなされた。 
 



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
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

公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

平成２６年１月１日～平成２６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　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

公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

平成２６年１月１日～平成２６年８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）

公共調達監視委員会
審議結果状況（所見）

平成26年度　電子複写機等に係
る保守契約（コニカミノルタ製）

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９

平成26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 7,204,318 7,204,318 100.00
1者

所見なし 所見なし

労働基準監督署及び公共職業
安定所庁舎機械警備業務委託
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２４

平成26年4月1日
セコム株式会社
東京都渋谷区神宮前
１－５－１

一般競争入札 5,874,336 5,010,336 85.29
2者

所見なし 所見なし

平成26年度 文房具等事務用品
売買契約

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２７

平成26年4月1日
トリイ文具
愛媛県松山市木屋町
２－７－１９

一般競争入札 9,302,163 7,504,488 80.67
4者

所見なし 所見なし

松山労働総合庁舎への交通誘
導及び駐車場・駐輪場整理業務
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２８

平成26年4月1日
フジガード株式会社
香川県高松市田村町
４５２－５

一般競争入札 13,386,816 8,463,312 63.22
3者

所見なし 所見なし

松山労働総合庁舎設備管理業
務委託契約

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３６

平成26年4月1日

株式会社日立ビルシ
ステム四国支社
香川県高松市寿町１
－３－２

一般競争入札 9,866,577 9,590,400 97.20
2者

所見なし 所見なし

　

公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務等）

平成２６年１月１日～平成２６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26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　菅野博文
松山市若草町４番地３

平成26年4月1日

アビリティセンター株式
会社
愛媛県新居浜坂井町２
－３－１７

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。

4,989,600 4,821,120 96.62 0
1者

所見なし 所見なし

平成26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　菅野博文
松山市若草町４番地１２

平成26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

会計法第２９条の３第４項（企画競争）
若年者に対するサービス内容を画一
的に仕様として定められるものではな
く、地域の実情に応じたものとして、
創意工夫の上、企画・実施されること
が必要であるため。

27,244,000 27,244,000 100.00 0
1者

所見なし 所見なし

平成26年度 シニアワークプログ
ラム地域事業委託契約

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２５

平成26年4月1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（企画競争）
講習の企画・実施、求人開拓から就
職までのフォロアップ等地域の特性
に応じた具体的な仕様を示すことが
困難であるため。

68,464,000 68,433,117 99.95 0
1者

所見なし 所見なし

平成26年度　障害者就業・生活
支援センター事業委託契約

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２８

平成26年4月1日

社会福祉法人　愛媛県
社会福祉事業団
愛媛県松山市道後町２
－１２－１１

会計法第２９条の３第４項
障害者の雇用の促進等に関する法
律第２７条により、都道府県知事が指
定した団体に委託するため。

21,048,000 21,048,000 100.00 0 所見なし 所見なし

就職・自立促進講習（平成26年
度）

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３６

平成26年6月18日

特定非営利活動法人
ｅワーク愛媛
愛媛県新居浜市大生
院２１５１－１０－２　東
予産業創造センター内

会計法第２９条の３第４項（企画競争）
生活困窮者に対する支援ノウハウ等
を活用し、就職・自立促進講習を適切
かつ効果的に行うため。

1,941,429 1,940,700 99.96 0
1者

所見なし 所見なし

公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務等）

平成２６年１月１日～平成２６年８月３１日 愛媛労働局


