
別紙1

部局名 　　福井労働局

１　開催日

平成28年6月14日（火）

２　委員の氏名及び役職等 委員長

委　 員

委　 員

３  審査対象期間

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

・審査件数　　　　　　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

② 随意契約によるもの

・審査対象件数　　 4件

・審査件数 　　　　　4件

５　審議案件の抽出方法

６　審議結果

・不適切等と判断した件数　　　　0件

審議対象案件全てについて「所見なし」との結論であった。

・結果内容及び措置状況

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

　抽出ではなく、全件審議対象とした

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

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、参加者が一者しかいないもの　　　　0件

平成27年7月1日～平成28年3月31日契約締結分

うち、契約金額が500万円以上のもの　　　　2件

うち、参加者が一者しかいないもの　　　　　 3件

公共調達監視委員会活動状況報告書

勝木　重三　　公認会計士

田中　住江　　司法書士

山川　　均　　 弁護士・公認会計士
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◆第１回公共調達監視委員会議事録◆ 

 

開催日時   平成２８年６月１４日（火） １４：００～ 

開催場所   福井春山合同庁舎１４階 福井労働局会議室 

 

＜委 員＞ 

勝木 重三 公認会計士（委員長） 

田中 住江 司法書士（委員長代理） 

山川  均 弁護士・公認会計士（抽出委員） 

 

≪開催経過説明≫ 

事務局  ただいまより、平成２８年度第１回福井労働局公共調達監視委員 

    会を開催いたします。審議開始までは、事務局で進行させていただ 

    きますので、よろしくお願いします。 

さて、本日の監視委員会は、全委員に出席をいただいております 

     ので、監視委員会設置要綱第５条第２項の規定に基づき、有効に成 

立していることをご報告いたします。 

それでは、開催にあたり、総務部長よりご挨拶を申し上げます。 

 

≪総務部長挨拶≫ 

委員の皆様におかれましては、今年度も、本監視委員会委員をお 

引き受けいただきましたこと、また、本日も大変ご多忙の中ご出席 

賜りましたことにつきまして、厚くお礼申し上げます。 

さて、国の予算執行・調達につきましては、申し上げるまでもな 

く、適正かつ効率的執行が大原則となっております中、厚生労働省 

におきましても、省を挙げて、調達に係る適切性・透明性の確保、 

効率性の向上等を目指し、積極的検証を行っているところでござい 

ます。 

本日、ご審議いただきます案件は、平成２７年７月から平成２８ 

年３月までの間に契約を締結した９案件でございますが、審議結果 

等を踏まえまして、さらなる適正な契約事務の推進に活かして参り 

たいと存じますので、委員の皆様の忌憚のないご意見を頂ければと 

と思っております。 

以上、簡単ではございますが、開会にあたっての挨拶とさせてい 

ただきます。よろしくお願いいたします。  
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≪委員紹介≫ 

事務局  それでは、委員長挨拶とこれからの進行を、勝木委員長にお願い 

したいと思います。 

 

≪委員長挨拶≫ 

皆様、ご苦労様です。 

本日は、「平成２８年度  第１回目の公共調達監視委員会」という 

ことで、どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、すでにご覧になった方もおられるかも知れませんが、財務 

省ホームページの中で「財政法に基づく国民への財政報告」という 

のがございまして、この中の「平成２８年度予算～財政事情」とい 

う項目で、 

○わが国の財政は、平成２７年度予算では公債依存度が３８．８％ 

にも及び、国・地方合わせた長期債務残高が平成２７年度末に 

おいて、主要先進国中、最悪の水準である国内総生産（ＧＤＰ） 

比２０７％程度となる見込みで、極めて深刻な状況にある。・・・ 

政府は、「財政健全化に向けた『中期財政計画を策定し・・・』」 

ということが記載されております。 

以前からお話ししているかも知れませんが、財政健全化・効率化 

等を図る前提として、必然的に「国の適正な予算執行」が求められ 

るものと言えます。 

従いまして、本委員会では、「労働局が締結する契約において、経 

費削減を含め適正に執行されているか」という観点で積極的審議を 

お願いいたします。 

最後に、本委員会の前に開催（５／３１）された「公共調達審査 

会」におきまして、「特に指摘を受けることはなかった。」というこ 

とで、事務局より報告を受けておりますので、申し添えさせていた 

だきます。 

 

≪審議案件説明≫ 

委員長  今回は、平成２７年７月から平成２８年３月までの間に契約を締 

   結した９案件全件を審議したいと思いますので、よろしくお願いい 

    たします。 
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≪契約案件の審議≫ 

 １「平成２７年度インターネット閲覧専用端末等賃貸借業務委託」について

事務局より説明 

 

  委 員  予定価格積算表で、単価積算方法が２事業者の平均金額との記

載があるが、差し支えなければ２事業者をお教え願いたい。この

２事業者とは今回応札した２者か。 

  事務局  インターネットで検索し確認した２事業者であり、今回入札に

参加した２者とは、全く違う会社である。 

 

  委 員  予定価格積算の数量２（月数等）に記載の５というのは、５か

月契約ということでよろしいのか。 

  事務局  そのとおり。 

 

  委 員  予定価格が２１０万だが、これは随意契約にできないのか。 

  事務局  賃貸借契約になるので、予決令第９９条の４の規定により、随

意契約はできない。（予定賃借料の総額が８０万円を超えるため） 

 

  委 員  契約期間が１２月までとなっているが、１月以降は必要ではな

かったのか。 

  事務局  契約どおり１２月にすべて撤去しているが、その後、どうして

も利用したい部署があったため、必要最低限の台数のみ随意契約

して利用している。 

 

  委 員  平成２８年度も同様の契約を行っているのか。 

  事務局  必要台数を精査のうえ、本年３月に入札を行い、契約締結して

いる。 

 

  委 員  契約金額内訳で１２月が若干高くなっているのはなぜか。 

  事務局  １２月は撤去費用が含まれている。また８月についても設定費

用が含まれており若干高くなっている。 

 

  委 員  契約書の記載方法についてであるが、契約書の第１０条で、「支

出官が第８条の２の期限内に・・・」とあるが、第８条の２とい

うのは、第８条第２項のことではないのか。 

      ○○の２とは、これ自体条文を指すことになり、第８条の２とい
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う条文はないので、正しくは…第２項と記載されたい。これから

契約書を作成する際には注意願いたい。 

  事務局 了解した。 

 

２「平成２７年度人材不足分野（介護）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）」について事務局より説明 

 

 委 員  応札者が少ないのは、入札参加資格を満たす者が少ないのか。 

  事務局  全くない訳ではないが、今般の入札に係る説明会を開催し事業

内容を説明したところ、当方が求める業務内容が難しく対応でき

ないとの理由で応札しなかったのが現状である。 

 

  委 員  参加資格条件を満たす事業者は、どのくらいあるのか。 

  事務局  専門的な知識をお持ちの方は、たくさんいらっしゃるが、活動

範囲が福井県内全域ということになると限られてくる。 

 

  委 員  事業内容が難しいのか、或いは、価格の設定が安くて事業者と

してはメリットが感じられないのか、又は、もともとの参加資格

条件から参加する事業者が少なくて競争する者がいないのか、こ

れについてはどれに該当するのか。 

  事務局  参加資格条件から参加する事業者が１者しかないということは

ないと思われるが、事業内容がかなり専門的なことを求めている

ため、応札するのに躊躇するというのはあるかもしれない。 

 

  委 員  このような入札をする際に、なるべく競争が働くようにという

思いを抱くが、事業内容から、実際には無理だよねという案件も

あることから、今回もその類なのでは。 

  事務局  この案件は、価格も重要であるが、事前に企画提案に係る審査

を行う案件であることから難しいのかもしれない。 

 

  委 員  予定価格積算内訳については、事務局が独自で調べたのか。ま

た契約書別紙２の積算内訳は、予定価格の積算内訳と項目が全く

違うのだが、合計金額が合えばよいのか。 

  事務局  仕様書に記載の実施項目に係る経費を、独自で調べたものであ

る。また、契約書別紙の積算内訳と予定価格積算に係る内訳は、

項目の分け方、切り口が違うだけで、必要経費は網羅されている。 
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３「人材不足分野（建設）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）」について事務局より説明 

 

  特に質問なし 

 

    

４「平成２７年度福井労働局年度後半における集中的な就職面接会開催事業」

について事務局より説明 

 

 委 員  応札者が１者で、１回目の開札で不落となり、同日実施の２回目

の開札で落札しているが、参加資格要件のカ「入札書提出期限から

過去３年以内に開催された、求人企業２０社以上又は求職者２００

人以上が参加した就職面接会の運営実績を有する者」があることで、

要件に該当する者が少ないのか。 

  事務局  問い合わせのあった県外の１者に、説明書資料を手交したが、

応札はなく、結果的に１者のみの応札となった。 

   

委 員  「求人企業２０社以上又は求職者２００人以上…」という参加資

格要件が厳しいのか。 

  事務局  同規模の面接会を毎年実施しており、求人企業は最低２０社必

要と考えている。 

 

  委 員  この事業は、予定価格積算内訳と契約書別紙２の事業委託費交

付内訳は対応しているということでよろしいか。また、人件費に

消費税が課税されるのか。 

       別紙２の委託対象経費区分の記載で、「管理費（うち人件費）」

となっていると、非課税ではないかと思ってしまう。 

  事務局  予定価格積算内訳と契約書別紙２の事業委託費交付内訳につい

ては、対応している。また、本案件は委託契約であるため、すべ

て課税対象としている。 

 

 

５「電子複写機購入整備及び保守管理一式」について事務局より説明 

  

委 員  予定価格調書に係る内訳で、既存複写機撤去費用６１２，０００

円との記載があるが、落札者は、撤去費用を入札金額に入れずに、
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購入整備と下取りと保守管理だけで入札してきたということか。 

 事務局  落札者は、購入整備と保守管理のみで入札してきています。 

 

 委 員  保守管理の契約書（第３条）を見ると、別紙仕様書に基づき業務

を行い、その対価を支払うとあるが、はっきりと金額がわからない。 

 事務局  契約書の仕様書別紙「電子複写機等一覧表」に、１枚当たりの単

価を記載しているので、これにより金額を確定させている。 

 

 委 員  これは入札金額内訳書と一致しているか。 

 事務局  一致している。 

 

  委 員  応札に参加した他の１者は、落札者と乖離した入札金額となっ

ているが、その理由は。 

  事務局  理由はわからない。なお、前年度も参加しているが、これほど

の金額の開きがなかった。 

    

  委 員  今回は２者の応札であったが、他に参加資格を持っている業者  

      はどれくらいあるのか。 

  事務局  入札説明書は５者に渡した。今回は県内業者という参加資格要

件を外したところ、県外の２者から問い合わせがあったが、結果

的に仕様が合わないということで、応札には至らなかった。 

 

 

６「実践型地域雇用創造事業」について事務局より説明 

  

委 員  資料の見方がわからないので教えてほしい。 

  事務局  委託費は、２７年度１９，９２８，０００円、２８年度６３，

７６７，０００円、２９年度５９，５３２，０００円で、合計が

１４３，２２７，０００円となっている。（複数年契約）   

   

委 員  リサーチ部分として再委託されている事業者について、この事

業全体に占める割合というのはどれくらいか。また当該事業者で

ある必要はどこにあるのか。 

  事務局  再委託先を決定するにあたっては、協議会に対し、国の実施方

法に準じて行うよう指示している。 

       また、リサーチ部分として再委託されている事業者について、
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この事業全体に占める割合は、０．６％となっており、平成２７

年度のみの再委託である。なお、当該事業者は、当協議会が求め

ている項目を、これまでの実績により的確に実施できる業者とし

て適正に選定の上、当局に対し再委託承認申請が行われたもので

ある。 

 

  委 員  再委託承認申請書が提出された場合、承認しないということも

あるのか。承認の要件はあるのか。承認申請書がなされたら、そ

れでよいのか。 

  事務局  当協議会には、地方公共団体も構成員として参画しているため、

当該地方公共団体の実施方法に準じて選定している。但し、国に

対し事前に承認申請を行わなければならない。また、実施方法に

不明な点があれば、訂正を求めることもある。 

 

  委 員  再委託すること自体は禁止されていないのか。会計法や予決令

で禁止されていないのか。 

  事務局  禁止されていない。事前に申請をしていただき内容審査をする

こととなる。 

 

 

７「官用車（軽自動車１台）の交換契約」について事務局より説明 

  

委 員  ホームページに載せただけで、３者も応札があったのか。 

事務局  電話でも声かけをしており、４者に対し入札説明書を手交した。 

 

   

８「「平成２７年度福井労働局封筒等独自印刷物の作成業務一式」について事

務局より説明 

  

特に質問なし 

  

 

９「冊子「労働関係法のポイント」の購入一式」について事務局より説明 

  

  特に質問なし 
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≪総 評≫ 

委員長  それでは、質問・意見も出尽くしたようですので、本日の審議を 

    まとめますと、特に問題はないということで承認してよろしいでし 

ょうか。 

 

委 員  異議なし。 

 

委員長  それでは、本日の審議結果を、監視委員会設置要綱第５条第５項 

    に基づき、事務局の方で福井労働局のホームページで公表するとと 

もに、中央監視委員会あて報告して下さい。 

 

≪閉 会≫ 

委員長  以上をもちまして、福井労働局公共調達監視委員会を終了いたし 

    ます。皆様、本日はご苦労様でした。 

 

      



別紙様式１

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

番
号

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）

該当なし

※　備考欄には、以下の①～⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。
　　　　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」
　　　　②　随意契約見直し計画において一般競争入札に移行することとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」
　　　　③　競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。
　　　　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。
　　　　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

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）

福井労働局平成27年7月1日　～　平成28年3月31日



別紙様式２

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名

番
号

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）

該当なし

※　備考欄には、以下の①～⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。
　　　　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」
　　　　②　随意契約見直し計画において一般競争入札に移行することとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」
　　　　③　競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。
　　　　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。
　　　　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

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）

福井労働局平成27年7月1日　～　平成28年3月31日



別紙様式３

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

番
号

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）

1
インターネット閲覧専用端末
等賃貸借業務委託

支出負担行為担当官代理
福井労働局総務課長

山本　恭徳
福井市春山1-1-54

平成27年8月5日
大電産業㈱
福井市春山1-6-15

一般競争入札
（最低価格落札方式） 2,101,194 1,976,400 94.1% 2者

審査済
（所見なし）

審査済
（所見なし）

2

人材不足分野（介護）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）

支出負担行為担当官
福井労働局総務部長

渡辺　聡
福井市春山1-1-54

平成27年8月6日
(公財)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
（総合評価落札方式） 6,780,674 6,385,156 94.2% 1者

審査済
（所見なし）

審査済
（所見なし）

3

人材不足分野（建設）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）

支出負担行為担当官
福井労働局総務部長

渡辺　聡
福井市春山1-1-54

平成27年8月6日
福井県社会保険労務士会
福井市大手3-7-1 繊協ビル3階

一般競争入札
（総合評価落札方式） 7,529,830 5,742,684 76.3% 1者

審査済
（所見なし）

審査済
（所見なし）

4
平成27年度福井労働局年度後
半における集中的な就職面接
会開催事業

支出負担行為担当官
福井労働局総務部長

渡辺　聡
福井市春山1-1-54

平成27年12月7日
福井県中小企業団体中央会
福井市大手3-7-1

一般競争入札
（最低価格落札方式） 2,563,276 2,478,729 96.7% 1者

審査済
（所見なし）

審査済
（所見なし）

5
電子複写機購入整備及び保守
管理一式

支出負担行為担当官
福井労働局総務部長

渡辺　聡
福井市春山1-1-54

平成27年12月21日
エフケーユーテクニカル㈱
福井市和田東1-2217

一般競争入札
（最低価格落札方式） 1,256,598 800,751 63.7% 2者

審査済
（所見なし）

審査済
（所見なし）

※　備考欄には、以下の①～⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。
　　　　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」
　　　　②　随意契約見直し計画において一般競争入札に移行することとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」
　　　　③　競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。
　　　　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。
　　　　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

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）

福井労働局平成27年7月1日　～　平成28年3月31日



別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名

番
号

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）

1 実践型地域雇用創造事業

支出負担行為担当官
福井労働局総務部長

渡辺　聡
福井市春山1-1-54

平成27年12月1日
越前おおの雇用創造推進協議会
大野市中挟1-1601-1
　大野市職業訓練センター内

会計法第29条の3第4項
予決令102条の4第3号
地域雇用開発促進法第
2条第3項、第6条及び
地域雇用創造事業委託
要綱第2条に基づき、
厚生労働省から採択さ
れた地域雇用創造推進
事業を実施している協
議会のみが実施可能で
あることから、契約相
手方が特定され競争が
存在しないため

143,227,000 143,227,000 100.0%  
「新規」

1者
審査済

（所見なし）
審査済

（所見なし）

2
官用車（軽自動車1台）の交換
契約

支出負担行為担当官
福井労働局総務部長

渡辺　聡
福井市春山1-1-54

平成27年12月24日
㈱スズキ自販北陸
金沢市柳橋町甲3番地

会計法第29条の3第5項
予決令99条第3号
少額随契

1,057,873 999,860 94.5%  3者
審査済

（所見なし）
審査済

（所見なし）

3
平成27年度　福井労働局封筒
等独自印刷物の作成業務一式

支出負担行為担当官
福井労働局総務部長

渡辺　聡
福井市春山1-1-54

平成28年1月20日
㈱エクシート
坂井市春江町中庄61-32

会計法第29条の3第5項
予決令99条第2号
少額随契

1,369,524 1,136,116 83.0%  3者
審査済

（所見なし）
審査済

（所見なし）

4
冊子「労働関係法のポイン
ト」の購入一式

支出負担行為担当官
福井労働局総務部長

渡辺　聡
福井市春山1-1-54

平成28年3月1日
㈱労働調査会
東京都豊島区北大塚2-4-5

会計法第29条の3第4項
予決令102条の4第3号
契約の性質又は目的が
競争を許さないもの

1,151,712 1,151,711 100.0% 1者
審査済

（所見なし）
審査済

（所見なし）

※　備考欄には、以下の①～⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。
　　　　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」
　　　　②　随意契約見直し計画において一般競争入札に移行することとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」
　　　　③　競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。
　　　　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。
　　　　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

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）

福井労働局平成27年7月1日　～　平成28年3月31日


