
 

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２４年１月２６日（木） 

 

２ 委員の氏名及び役職等 

   永野 和則  労働基準部長  

   清家 修一  職業安定部長  

   横田 秀樹  雇用均等室長  

 

３ 審査対象期間 

   平成２３年９月１日～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 

・審査件数       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 

・審査件数        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 

・審査件数        ５件 

うち、契約金額が５００万円以上のもの     １件 

うち、参加者が一者しかいないもの       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 

・審査件数         １件 

   うち、直近の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こととされてい



たが移行していないもの      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           １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、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 

   全件審議とした。 

 

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          

  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）

四国中央公共職業安定所複層ガラス化
工事請負契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官
中島理章
松山市若草町４番地３

平成23年9月5日

コンストラクション・ヤマ
キ（株）
愛媛県松山市余戸西５
－６－２０

一般競争入札 5,451,600 1,543,500 28.31% 所見なし

新居浜労働基準監督署ＬＥＤ照明改修工
事請負契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官
中島理章
松山市若草町４番地３

平成23年9月7日

（株）電創エンジニアリ
ング
愛媛県松山市来住町１
４９０－１１

一般競争入札 4,473,000 2,730,000 61.03% 所見なし

今治公共職業安定所ＬＥＤ照明改修工事
請負契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官
中島理章
松山市若草町４番地３

平成23年11月7日

（株）電創エンジニアリ
ング
愛媛県松山市来住町１
４９０－１１

一般競争入札 6,846,000 4,357,500 63.65% 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）

愛媛労働局平成２３年９月１日～平成２３年１２月３１日



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）

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

愛媛労働局平成２３年９月１日～平成２３年１２月３１日



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）

平成２３年度下半期分業務用封筒印刷契
約

愛媛労働局
支出負担行為担当官
中島理章
松山市若草町４番地３

平成23年9月2日
ツバメ工業（株）
愛媛県四国中央市川
之江町２４１５

一般競争入札 1,337,017 897,048 67.09% 所見なし

就職支援セミナー（平成２３年度後期）の
実施運営に伴う業務委託契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官
中島理章
松山市若草町４番地３

平成23年9月9日

（社）日本産業カウンセ
ラー協会四国支部
愛媛県松山市南吉田
町２８２１－４

一般競争入札 6,038,191 2,583,000 42.78% 所見なし

愛媛労働局電動刻印機購入契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官
中島理章
松山市若草町４番地３

平成23年10月5日
北四国事務器（株）
愛媛県松山市空港通５
－１０－６

一般競争入札 1,975,680 1,890,000 95.66% 所見なし

平成２４年度雇用保険業務用紙印刷契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官
中島理章
松山市若草町４番地３

平成23年12月22日
川北印刷（株）
高知県南国市大埇甲１
７２５－１０

一般競争入札 4,803,752 3,307,500 68.85% 所見なし

松山公共職業安定所窓口案内システム
購入契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官
中島理章
松山市若草町４番地３

平成23年12月26日
北四国事務器（株）
愛媛県松山市空港通５
－１０－６

一般競争入札 7,077,000 5,040,000 71.22% 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）

愛媛労働局平成２３年９月１日～平成２３年１２月３１日



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２３年度障害者就業・生活支援セ
ンター事業（雇用安定事業）委託契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官
中島理章
松山市若草町４番地３

平成23年9月30日

社会福祉法人　澄心
愛媛県四国中央市豊
岡町大町２００５－
１

会計法第２９条の３
第４項

5,292,000 5,292,000 100.00% 0 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）

愛媛労働局平成２３年９月１日～平成２３年１２月３１日


