
別紙

部局名 　　福井労働局

１　開催日

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　　　1件

・審査件数　　　　　　1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　　　6件

・審査件数　　　　　　6件

② 随意契約によるもの

・審査対象件数　　3件

・審査件数　　　　　3件

５　審査案件の抽出方法 (抽出ではなく全件を対象とした)

①

②

６　審査結果

・不適切等と判断した件数　　　　0件

　　

公共工事について、予定価格が250万円を超える案件　　　 1件

物品・役務等について、予定価格が100万円以上の案件　　9件

・結果内容及び措置状況

　　審議対象案件全てについて「所見なし」との結論であった。

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

山 川 均 弁護士・公認会計士

平成25年7月1日～平成26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　　　0件

うち、参加者が一者しかいないもの　　　 　1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  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　       　　　 　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

うち、契約の相手方が独立行政法人となったもの　　　　　　　　　　　　　　 　 0件

公共調達監視委員会活動状況報告書

平成26年6月10日(火)

勝 木 重 三 公認会計士

田 中 住 江 司法書士
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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２６年６月１０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（抽出委員） 

 

≪開催経過説明≫ 

事務局  ただいまより、平成２６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３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、ご多忙中のところ、本委員会にご 

     出席いただき、誠にありがとうございます。 

さて、申し上げるまでもございませんが、国の予算執行・調達に 

     つきましては、適正かつ効率的な執行が大原則となっております。 

厚生労働省におきましても、省を挙げて調達の適切性・透明性の 

     確保、効率性の向上等を目指しまして、積極的な検証を行っている 

ところであり、当局におきましても、皆様方のご協力を賜りながら、 

適正な契約事務の遂行に努めているところでございます。 

このような中、残念ではございますが、最近、厚生労働省の調達 

     案件（※短期集中特別訓練事業）におきまして、いわゆる「官製談 

合疑惑」というご指摘のもと、改めて、当該入札に関する調査・検 

証が行われた事案があり、再発防止策に関する通達も発出されてい 

るところであります。 

本日、ご審議いただきます案件は、平成２５年７月から平成２６ 

     年３月の間に契約を締結した１０案件でございますが、審議結果等 
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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思 

っております。 

 

≪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≫ 

先の財政制度等審議会で取りまとめられました「平成 26年度予算 

の編成等に関する建議」（H25.11.29）の「総論」の中で、「今こそ 

果断に財政健全化を進めなければならない。」こと、「歳出全般の見 

直しを徹底的に行い、後世代に恥じることのないよう、毎年度の予 

算編成において歳出の見直し・削減に全力で取り組まなければなら 

ない。」ことが、また、「各歳出分野における取組み」の中では、「公 

共事業に関し、最新の技術的知見や民間の知見等も活用し、公共事 

業関係費の一層の効率化を図っていくべきである。」ということが掲 

げられております。 

財政健全化・効率化等を図る前提として、国の適正な予算の執行 

が、以前にも増して求められているものと言えます。 

従いまして、本委員会では、「福井労働局が締結する契約が適正に 

行われているか」ということはもちろんのこと、経費削減という観 

点も含めて、積極的なご審議をいただきますよう、よろしくお願い 

します。 

なお、本委員会の前に開催（5/20）されております「公共調達審 

査会」にて、「特に指摘を受けることはなかった。」旨、事務局より 

報告を受けておりますことを、申し添えさせていただきます。  

 

≪抽出結果報告≫ 

抽出委員 それでは、抽出結果をご報告いたします。 

まず、本委員会の前に開催されました「公共調達審査会」におき 

まして、「対象件数１０件全て審議し、全てにおいて指摘事項はなか 

った」旨事務局より報告を受けていることと、監視委員会設置要綱 

第６条にあります「抽出の方法」を踏まえ、本委員会におきまして 

も、全案件について審議することといたしました。 

従いまして、①公共工事の競争入札で１件、②物品・役務等の競 
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争入札で６件、③物品・役務等の随意契約で３件の、計１０件の審 

議となりますことをご報告いたします。 

 

≪契約案件の審議≫ 

１「武生労働基準監督署融雪装置改修工事」について事務局より説明 

委 員  １回目の予定価格と入札価格に、かなりの開きがあったが。 

事務局  業務を委託した建築設計事務所の設計では予算内で施工できな 

い可能性が高かったが、示達された予算を考慮して予定価格を設定 

したため、このような差が生じたのだと思われる。 

結果として１回目が不落となったため、２回目は設計の一部を見 

      直し、費用を抑えた仕様に変更したため、入札価格が下がり、落札 

に至った。 

委 員  １回目の入札価格が、業者によってかなり差があったが、なぜか。 

事務局  業者によって、地下水供給のための井戸を掘る深さが異なってい 

    たため、入札金額にばらつきが出たと考えられる。 

委 員  変更契約をしているが、これは工期変更だけか。 

事務局  そのとおり。給水ポンプ等の設置物を置くと地盤が下がるため、 

    下げ止まるまでの時間を見るため工期が延びたものである。 

沈下する前に配管を設置してしまうと、歪みで配管が分断する可 

能性があるからである。 

 

２「武生公共職業安定所耐震診断業務委託」について事務局より説明 

委 員  参加資格のある業者はどれくらいあるのか。 

事務局  耐震診断となると設計事務所でも出来るところは限られる。入札 

    説明書を取りに来た業者は２社。関係団体（組合）に依頼して、間 

接的に入札への参加を呼び掛けて頂いたが、結果的に１社となった。 

委 員  この時勢だからいろんなところで耐震診断をしていると思うが、 

    それでも耐震診断をしているところは少ないのか。 

事務局  １社ではないと思うが、参加がなかった。 

委 員  入札するのは競争させるためで、その前提を作らないといけない 

    のではないか。 

事務局  福井県外の業者も含めて検討すべきかもしれない。 

委 員  資格のある業者に、入札の案内を出すべきだと思う。 

委 員  予定価格の基となる資料を作成する業者が、入札に参加していい 

    のか疑問に思うところであるが、こういうケースを禁止する規定は 

ないのか？ 
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事務局  禁止する規定はない。企画競争入札については事前に見積を徴す 

    ることで企画を準備する期間が生まれ、有利に働くことがあるかも 

しれないが、今回の最低価格落札方式の一般競争入札においては、 

参考見積を徴したとしても、その業者に有利な面はないと考えてい 

る。 

 

３「福井労働局非常用防災用品の購入整備一式」について事務局より説明 

委 員  物品を調達する場合は、職員で予定価格の積算を行うのか。 

事務局  カタログに値段が載っているような物品を購入する場合は、過去の 

    購入実績等を参考に、職員で予定価格を積算している。 

委 員  予定価格をどう決めるのかという基準はあるのか。消耗品等物品は 

職員で積算し、工事等については専門業者に見積を依頼するといっ 

た分け方なのか。 

事務局  そのとおり。工事等については建築設計事務所に業務委託している。 

 

４「福井労働局独自印刷物の作成業務一式」について事務局より説明 

委 員  ２社の入札価格が予定価格より上回っているが、予定価格の設定 

    に問題はなかったのか。 

事務局  結果的には落札した業者が予定価格を下回っているので、設定自 

    体に問題があったとは考えていない。ただ、原油高による資材の値 

上げ等の影響により、このような結果になったのではないか。 

委 員  入札書に内訳書を添付するというような要件はあるのか。 

事務局  法的には決められてはいないが、基本的には添付して頂いている。 

 

５「新卒応援・再就職応援ハローワーク面接会 会場設営・撤去等業務委託」

について事務局より説明 

委 員  電子入札でも内訳書を徴しているのか。 

事務局  pdf ファイルで添付することができるので、この場合についても添 

    付して頂いた。 

委 員  内訳書の値引きが大きな額となっているが、これでは内訳として参 

考にならないのではないか。 

事務局  業者にも定価というものがあり、本来はこの価格であるが、入札の 

為に値引きしたということである。ちなみに、予定価格を積算する 

際には、その値引きを内訳の各項目に割り振って計算している。 
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６「福井労働局独自システム用端末購入整備一式」について事務局より説明 

委 員  一部の業務を再委託する業者が決まっていたことについて、どの時 

点で伝えたのか。 

事務局  入札説明書を渡した時点である。 

委 員  再委託先の業者が入札にも参加していたが、それを制限する規定は 

ないのか。 

事務局  制限する規定はない。結果として入札は別の業者となったため、競 

争原理が働いていたと理解している。 

委 員  業務 A と業務 B は分けて契約できなかったのか。 

事務局  一括調達の趣旨から、分けずに契約を行っており、また、パソコン 

は購入したら終わりではなく、セットアップまで含めて契約すべきも 

のであるという考えからである。 

 

７「福井労働局官用車購入（交換）契約」について事務局より説明 

委 員  車の入札については、もっと多くの業者が参加できたのでは。 

事務局  入札説明書の請求があったのは６社。そのうち２社は「A」等級で 

    あったため入札参加資格を満たさなかった。残り１社は辞退した。 

業者が少なかった原因として、グリーン購入法及び免税対象の環 

     境性能の条件を満たす車に限定されていたことや、消費増税前の駆 

け込み需要のため、在庫が乏しく、３月末までに２台の車を短期間 

に、納車しなければならなかったということ等が考えられる。 

 

８「住宅地図購入一式」について事務局より説明 

委 員  落札した業者が発刊する地図の見積のみ徴しているが、業者Ａが発 

刊する地図の見積は、なぜ徴しなかったのか。 

事務局  落札した業者は、北陸に本社があり、価格が同業他社と比較して 

低廉であるとともに、書店を通さなくても直接発注できることや地 

図情報を毎年更新しているという強みがある。 

それに比べ業者Ａは、県外本社で、地域によっては、毎年更新し 

ていない場所があるとのことで、今回は、落札した業者の地図を購 

入することにした。 

 

９「労働法関係のポイント購入」について事務局より説明 

委 員  この冊子は、すべての労働局が採用しているのか 

事務局  すべての労働局までは把握していないが、近隣の局では採用して 

いるという話を聞いたことはある。 
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委 員  随意契約とした理由が、「契約の性質又は目的が競争を許さないも 

の」とあるが、契約の目的が労働関係法令の説明ができるものであ 

ればいいのだから、この業者以外にも目的を満たす冊子を作成して 

いる業者があるのではないか。 

事務局  この冊子は、関係法令を掲載しているだけではなく、当局の統計や 

関係組織の情報等を掲載した福井局版として作成しているもので、 

こういった冊子は、現在ここしかないと認識している。 

委 員  次年度契約する際には、他社が同内容の冊子を発刊していないか確 

認した方がよい。 

 

１０「モバイルパソコン等の購入整備」について事務局より説明 

委 員  仕様を満たせばどんな PC でもいいのに、たまたま見積では同じ機 

種を選んできているが。 

事務局  例示品を示したので、おそらくそれに合わせたのだと考えられる。 

 

≪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９条第２項 

    及び第１４条に基づき、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。 

 



様式1

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間

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)

1
武生労働基準監督署融雪装置改修工
事

支出負担行為担当官
福井労働局総務部長

佐藤　誠
福井市春山1-1-54

H25.11.25
㈱清水組

鯖江市鳥羽町２２－５２
一般競争入札 ¥2,667,000 ¥2,467,500 92.5 6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、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」

　　　　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）

平成25年7月1日       ～ 平成26年3月31日

【様式1】    　1/4



様式2

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間

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)

　　該当事案なし

※　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、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」

　　　　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）

平成25年7月1日       ～ 平成26年3月31日

【様式2】    　2/4



様式3

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間

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
武生公共職業安定所耐震診断業務委
託

支出負担行為担当官
福井労働局総務部長

佐藤　誠
福井市春山1-1-54

H25-11-07
㈱本禄建築設計事務所
福井市照手２－２－１

一般競争入札 ¥1,714,230 ¥1,481,550 86.4 1者
審査済

(所見なし)
審査済

(所見なし)

2
福井労働局非常用防災用品の購入整
備一式

支出負担行為担当官
福井労働局総務部長

佐藤　誠
福井市春山1-1-54

H25-12-20
㈱オフィスサポートＢＰ

福井市宝永３－３４－２４
一般競争入札 ¥3,734,524 ¥2,677,500 71.7 6者

審査済
(所見なし)

審査済
(所見なし)

3
福井労働局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

佐藤　誠
福井市春山1-1-54

H26-01-10
㈱エクシート

坂井市三国町三国東6丁目5-5
一般競争入札 ¥2,207,787 ¥1,923,334 87.1 4者

審査済
(所見なし)

審査済
(所見なし)

4
「新卒応援・再就職応援ハローワーク
面接会」会場設営・撤去等業務委託

支出負担行為担当官
福井労働局総務部長

佐藤　誠
福井市春山1-1-54

H26-01-27
レントオール福井㈱

福井市成和２丁目３０７番地
一般競争入札 ¥1,111,065 ¥630,000 56.7 4者

審査済
(所見なし)

審査済
(所見なし)

5
福井労働局独自システム用端末購入
整備一式

支出負担行為担当官
福井労働局総務部長

佐藤　誠
福井市春山1-1-54

H26-02-03
福井ゼロックス㈱

福井市板垣５－９０４
一般競争入札 ¥4,517,756 ¥3,112,410 68.9 「再委託」

審査済
(所見なし)

審査済
(所見なし)

6 福井労働局官用車購入（交換）契約

支出負担行為担当官
福井労働局総務部長

佐藤　誠
福井市春山1-1-54

H26-02-10
福井日産自動車㈱

福井市下荒井町２１号３番地
一般競争入札 ¥2,893,457 ¥2,078,399 71.8 3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、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」

　　　　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）

平成25年7月1日       ～ 平成26年3月31日

【様式3】    　3/4 



様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間

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 住宅地図購入一式

支出負担行為担当官
福井労働局総務部長

佐藤　誠
福井市春山1-1-54

H26-01-14
㈱刊広社

福井市和田東２－８０８
会計法第29条の3第5項
予決令99条第3号

¥1,252,790 ¥1,223,850 97.7 0 ３者
審査済

(所見なし)
審査済

(所見なし)

2 「労働関係法のポイント」購入経費

支出負担行為担当官
福井労働局総務部長

佐藤　誠
福井市春山1-1-54

H26-02-17
㈱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

¥1,379,000 ¥1,365,200 99.0 0 １者
審査済

(所見なし)
審査済

(所見なし)

3 モバイルパソコン等の購入整備

支出負担行為担当官
福井労働局総務部長

佐藤　誠
福井市春山1-1-54

H26-02-20
大電産業㈱

福井市春山1-6-15
会計法第29条の3第5項
予決令99条第3号

¥1,132,845 ¥1,046,850 92.4 0 ４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、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」

　　　　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）

平成25年7月1日       ～ 平成26年3月31日

【様式４】　    4/1


