
別  紙

部局名 　　福井労働局

１　開催日

平成26年8月29日（金）

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　　14件

・審査件数　　　　　　5件

② 随意契約によるもの

・審査対象件数　　19件

・審査件数　　　　　　5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。

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

・結果内容及び措置状況

公共調達監視委員会活動状況報告書

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　　　　　 0件

　物品・役務について、一般競争入札のうち、契約金額が500万円以上の案件、応札者が多い
案件及び落札率が低い案件を抽出。また、随意契約のうち、契約金額の高い案件、企画競争
により参加者が1者しかない案件及び不落随契となった案件を抽出。

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

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

平成26年4月1日～平成26年6月30日契約締結分

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、参加者が一者しかいないもの　　　　2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、契約の相手方が独立行政法人となったもの　　　　　0件
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◆第２回公共調達監視委員会議事録◆ 

 

開催日時   平成２６年８月２９日（金） 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２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≫ 

委員の皆様方におかれましては、ご多忙の中ご出席いただいてお 

りますこと、また、当局の調達事務におきまして、常日頃より、多 

大なご協力等を賜っておりますことにつきまして、この場をお借り 

して厚くお礼を申し上げます。  

さて、前回の公共調達監視委員会の場（６／１０）でも申し上げ 

ましたが、国における予算の執行・調達事務につきましては、「適正 

かつ効率的な執行が大原則」でございまして、当福井労働局におき 

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、先般、厚生労働本省から監視委員会に関する通達 

が発出されております。 

後ほど、担当者よりご説明申し上げますが、概要は、「独立行政 

法人を相手方とする調達案件」につきまして、より適正化を図ると 

いう観点から、「監視委員会の要綱改正が行われたもの」でござい 

ます。 
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本日、ご審議いただく中には、独立行政法人を相手方とする案件 

はございませんが、「平成２６年４月から６月の間に契約を締結した 

案件から抽出いただきました１０件」 につきまして、皆様の忌憚の 

ないご意見を頂き、今後の適正な事務処理に生かして参りたいと存 

じますので、よろしくお願いいたします。 

 

≪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≫ 

皆様、ご苦労様です。 

本日は、「平成２６年度  第２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。 

 冒頭ではございますが、事務局の方から、事前に連絡いただいて 

おります事項につきまして、挨拶方々、ご報告させていただきます。  

１点目としまして、 

先に開催されました「公共調達審査会」で、｢対象案件３３件中、 

１８件の審議｣ が行われ、「特に指摘事項はなかった。」ということ。 

２点目は、 

「公共調達監視委員会の設置要綱が改正された。」ということです。 

概要につきましては、後で事務局から説明があるということです 

が、「契約相手が独立行政法人の案件については、本監視委員会でも 

審議することとなった。」ということでございます。  

今回の対象案件の中には「独立行政法人を相手方とする案件はなか 

った。」ということですが、改正に至った背景としては、「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。」という事につな 

がっているものと考えられるところでございます。 

従いまして、このような観点からも、積極的なご審議をいただき 

ますよう、改めてお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。 

 

≪設置要綱の一部改正≫ 

      事務局より、厚生労働本省より発出された監視委員会に関する通 

達に基づき、本年５月８日付けをもって設置要綱の一部を改正した 

旨説明した。 
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≪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３３件のところ、１８件を審議し指摘事項はなか 

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」を踏まえまして、契約金額、応札 

者数、落札率等を勘案のうえ、「１０件」について審議することとい 

たしました。 

内訳としましては、公共工事の対象案件はなく、 

① 物品・役務等の競争入札で５件、 

② 物品・役務等の随意契約で５件  

の計１０件でございます。 

 

≪契約案件の審議≫ 

 １「平成２６年度 各種健康診断（一般定期・ＶＤＴ・石綿・電離放射線）

業務委託契約（単価契約）」について事務局より説明 

委 員  １回目の入札では３者応札とのことだが、２回目の入札は１者し 

か応札しなかったのか。 

事務局  そのとおり。 

委 員  ２回目の入札で応札した業者は、１回目の入札で一番安かった業 

    者ではないようだが、正しいか。 

事務局  そのとおり。他者については辞退した。 

委 員  一般競争入札の参加資格を有し、このような健康診断が実施でき 

    る機関は県内にどれくらいあるのか。 

事務局  調べてはないが、予定価格を積算する際確認した中では、福井県 

全体を網羅する規模で健康診断を実施しているのは、応札した３機 

関くらいではないかと思われる。 

委 員  １回目の入札で３者とも予定価格を超えているが、２回目の入札 

の前に予定価格は知らされていないのか。 

事務局  そのとおり。 

委 員  どこまで下げれば落札できるかわかっていないということでいい 

    のか。 

事務局  そのとおり。１回目の入札が不落となったため、応札した３者に 

２回目の入札も参加するか確認したところ、２者が辞退し、１者の 

み応じるとのことだったので、３０分後に２回目の入札を行った。 

もちろんその間予定価格は知らせていない。１回目の入札が不落の 



- 4 - 

 

為、入札価格が予定価格を超えているというのは当然知っていると 

思うが、どこまで下げるのかというのは難しい判断になると思う。 

委 員  よくここまで入札価格を下げられたなと思うが。 

事務局  予定価格を３機関の公表価格の一番安価ばかりを選び出し積算し 

たため、厳しい入札になったのではないかと思う。 

委 員  結果的に安くなったのはよいが、そのために無理をさせているの 

    ではないかと感じた。 

 

２「平成２６年度 庁舎清掃（管内９施設）業務委託契約（単価契約）」につい

て事務局より説明 

委 員  入札内訳書の中で、労災補償課分室と勝山市地域職業相談室の労 

務単価が、他の倍近くになっている業者があるのは何か理由がある 

のか。一方、労務単価が全て同じ業者もあるようだが。 

事務局  駐車場の確保は業者に任されており、労災補償課分室のような福 

井市中心部にあるビルの中を清掃する場合、近くの駐車場を確保し 

なければならないため、単価が上乗せされているのではないかと思 

われる。また、勝山市地域職業相談室の場合は、清掃時間が１時間 

と短いため、労働者を確保する観点から賃金を高く設定しているの 

ではないかと考える。その他特殊な事情があるわけではない。 

委 員  予定価格の労務単価にばらつきがあるのは何か理由があるのか。 

労災補償課分室と勝山市地域職業相談室の単価は同じだが、福井 

労働基準監督署と福井公共職業安定所の単価は異なっているが。 

事務局  労務単価については、国交省が示す「建築保全業務積算要領」に基 

づき積算しているところであるが、労務者１人当たりの単価は清掃 

する面積に応じて異なっており、福井労働基準監督署と福井公共職 

業安定所では、清掃する面積に差があり算出の基礎となる単価が異 

なるため、予定価格に違いが出たところである。 

委 員  駐車場を業者に確保させるのは大変かなと思う。また、清掃道具等 

はその都度持っていかなくてはいけないのか。 

事務局  清掃道具については、各官署との話し合いにより置く場所を確保す 

るよう努めている。 

 

３「平成２６年度 福井公共職業安定所他１官署駐車場警備業務委託契約（単

価契約）」について事務局より説明 

  併せて、本案件について８月３１日をもって契約解除となる旨を補足説明。 

委 員  昨年度も落札業者は同じか。 



- 5 - 

 

事務局  そのとおり。 

委 員  警備単価が非常に安いと思われる。労働者は最低賃金ぎりぎりのラ 

インで雇われているのではないか。このような状況で、予定価格を 

「直近３年の入札実績」で積算した場合、今後さらに賃金が下がる 

のではないかと懸念する。 

事務局  予定価格は時給１,２５５円で積算していたが、実際は時給８０５ 

円であったため、警備単価は確かに安いという印象である。このよ 

うなことから、業者からは人材の確保に苦慮しているという話を聞 

くところである。 

委 員  先般、落札業者との契約を解除したと説明があったが、これは合意 

解除だったのか。 

事務局  そのとおり。 

委 員  契約書をみると、解除申入れに関する条項がない。今回の契約解 

除は契約書のどの条項にも当てはまらないが、損害賠償については 

どう考えているのか。 

事務局  今回の契約解除については他県でも同様の動きがあり、当局では、 

他官署の処理に準じた形で、落札業者の申し出を受けて損害賠償を 

請求するという一文を付した警備業務契約解除の協議書を交わした 

が、実際損害賠償額をどのように積算したらいいか、この場をお借 

りして委員の先生方よりご教示願いたい。 

委 員  契約は８月末までということでよろしいか。 

事務局  そのとおり。 

委 員  それ以後についてはどうするのか。 

事務局  ９月については緊急的に随意契約を結び、１０月以降については一 

般競争入札を実施する予定である。 

委 員  この場合、福井労働局には実損がないと考えられる。 

事務局  １０月以降の契約金額が、当初の契約予定金額を上回った場合、そ 

の上回った金額を損害賠償として請求することはできるか。 

委 員  それはできないだろう。契約の解除と１０月以降の契約金額が、跳 

    ね上がったことに相当な因果関係が認められないと損害賠償は請求 

できないと思われる。今回のケースは合意解除であり、当てはまら 

ないのではないか。 

委 員  落札業者は、現在どういう状況であるのか。 

事務局  ９月より警備業は行わないとのことである。 
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４「平成２６年度 福井労働局管下６官署の機械警備業務委託契約」について 

事務局より説明 

委 員  予定価格積算の際見積を依頼した１者は、入札にも参加しているが、 

予定価格積算時に提示した見積金額と、実際の入札金額がかなり違 

うことが理解し難い。また、入札に参加した他２者については低価 

格となっているが、警備業界ではかなり熾烈な競争があるというこ 

とか。 

事務局  平成２５年度の機械警備業務については福井安定所のみ別の業者 

であったが、平成２６年度はすべての官署をまとめて契約すること 

となったため、それぞれの業者が契約を獲得するための競争はあっ 

たと思われる。 

委 員  はたしてこの契約金額でやっていけるのかが疑問だ。 

委 員  今般の機械警備業務委託契約において、警備システムの設置は受託 

者負担となり契約金額に含まれているが、警備システムを入替しな 

い場合はどの程度の費用となるのか。 

事務局  警備システムを入替しない場合の費用については不明であるが、契 

約後数年間は、システムを入替える必要がないため、業者は複数年 

契約を視野に入れた業務を行っていると考えられる。 

委 員  機械は何年かに１度入替えが必要か。 

事務局  基本的には壊れない限りその必要はない。ちなみに毎年警備の契約 

が終わった時点で警備システムを全て取り外した方が公平になると 

も考えられるが、その場合逆に毎年システム設置費用が嵩み、国の 

費用負担も増えるため、そのような仕様にすることもできない。 

 

５「福井労働基準監督署ほか３監督署及び福井公共職業安定所ほか４安定所等

に係る自動車賃貸借契約（単価契約）」について事務局より説明 

委 員  入札内訳書を見るとレンタカーの借上げ日数が多い官署は単価を 

安くしている業者もあれば、すべて単価を一律にしている業者もあ 

るが。 

事務局  他にも、距離的に遠い官署は単価を高くするという業者もあり、 

様々である。 

委 員  予定価格の単価は一律になっているが、積算するにあたり決まりの 

ようなものはあるのか。 

事務局  決まりというものはないが、様々な業者があるため、仮に借上げ日 

数毎に単価を積算しても、一律で積算してくる可能性もあり難しい 

判断となる。 
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委 員  各種健康診断業務委託契約と同様に、安価ばかりを選び出し予定価 

格を積算することはできないのか。 

事務局  できないことはないが、平成２５年度と比べ予定数量が減少するこ 

とも考慮し、今回は一律単価で積算したものである。 

 

６「平成２６年度 就職支援セミナーの実施に係る業務委託」について事務局

より説明 

委 員  ３月２７日に２回入札を行い、ともに予定価格を上回ったため不落 

となったので、その日のうちにもう一度見積合わせを行ったのか。 

事務局  そのとおり。２回目の入札価格と予定価格が開きすぎる場合には、 

見積合わせに移行しないが、今回の場合は入札価格と予定価格の差が 

比較的小さかったため見積合わせに移行したものである。 

委 員  この業務委託については、昨年度も同じ業者か。 

事務局  そのとおりであるが、過去には違う業者とも契約している。 

委 員  昨年度と予定価格は変わっているのか。 

事務局  仕様が変わっているので、予定価格も変わっている。例えば実施回 

数や実施会場等も変更する等毎年同じ仕様となってはいない。 

委 員  昨年契約していた業者なのに、予定価格を超えるというのが不思議 

に思うのだが。 

事務局  契約の後に聞いた話だが、人件費の高騰や燃料費の高騰等があり、 

仮に前年度と同内容の仕様であっても入札価格は変わるとのことだ 

った。 

 

７「平成２６年度 シニアワークプログラム地域事業に係る業務委託」につい

て事務局より説明 

委 員  これは例年どおりの委託契約か。 

事務局  そのとおり。ただし事業終了後、適正な支出が行われているか監査 

を実施し精算額を確定している。この監査で事業と関係ない支出を 

確認すれば査定を行い、精算額が契約金額を下回れば残った金額は 

返還させ、逆に予想を上回る支出を行っても、契約金額以上は支払 

われないことになっている。 

委 員  随意契約した根拠条文を予決令１０２条の４第３号としているが、 

「契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合」又は「緊急の必要 

により競争に付すことができない場合」のどちらがあてはまるのか。 

事務局   「契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合」である。 

委 員  企画書評価委員会において、業者が提出した企画書の採点を行って 
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いるが、それに基づく改善等の指摘を行っているのか。 

事務局  評価委員会は、企画書が妥当であるか否かを審査する機関であるた 

め、当委員会が改善点を指摘してしまうと提出された企画書と内容 

が変わってしまうためその時点では指摘は行っていないが、次年度 

に向けて担当者間で話し合っている。 

委 員  どのような点が減点対象となっているか業者は把握しているのか。 

事務局  把握している。 

委 員  改善しなければ意味がないのではないか。 

事務局  担当者間で話し合っていると思われる。 

 

８「平成２６年度 若年者地域連携事業に係る委託」について事務局より説明 

委 員  これも「契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合」と捉えて 

よいか。 

事務局  そのとおり。 

委 員  企画書審査委員会の採点について、最低採用点というものが設定さ 

れているのか。 

事務局  最低１５点以上（各３点×５項目）である。なお、まだ未確定では 

あるが、この事業については、来年度企画競争入札ではなく、一般 

競争入札で行われる可能性がある。 

事務局  この事業も終了後、適正な支出が行われているか監査を実施し精算 

額を確定している。この監査で事業と関係ない支出を確認すれば査 

定を行うが、シニアワーク事業と異なり清算払となっている。なお、 

契約金額以上は支払われないことは同様である。 

 

９「平成２６年度 障害者就業・生活支援センター事業に係る委託（嶺南福祉

圏域を除く福井県内）」と 

１０「平成２６年度 障害者就業・生活支援センター事業に係る委託（嶺南福

祉圏域）」をまとめて事務局より説明 

 

特に質問なし 

 

≪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 
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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

契約締結
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)

　　該当事案なし

平成26年4月1日       ～ 平成26年6月30日

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)

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等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場合の応札（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」。



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

契約締結日
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

平成26年4月1日       ～ 平成26年6月30日

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)

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等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場合の応札（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」。



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

契約締結
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
平成26年度　リコー製電子複写
機の保守及び消耗品供給契約
(単価契約)

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

H26.4.1
リコージャパン(株)

東京都中央区銀座8-13-1
一般競争入札

(最低価格落札方式)

ﾓﾉｸﾛ1.3～2.0円/枚、ｶﾗｰ9.0
円/枚
(予定調達総額3,010,737円)

ﾓﾉｸﾛ1.3～2.0円/枚、ｶﾗｰ9.0
円/枚
(予定調達総額3,010,737円)

100.0 １者

2
平成26年度　コニカミノルタ製電
子複写機の保守及び消耗品供給
契約(単価契約)

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

H26.4.1
エフケーユーテクニカル(株)

福井市和田東1-2217
一般競争入札

(最低価格落札方式)

ﾓﾉｸﾛ0.9～3.3円/枚、ｶﾗｰ8.8
～9.0円/枚
(予定調達総額9,611,265円)

ﾓﾉｸﾛ0.9～3.3円/枚、ｶﾗｰ8.8
～9.0円/枚
(予定調達総額9,611,265円)

100.0 １者
審査済

(所見なし)

3
平成26年度　ゼロックス製電子複
写機の保守及び消耗品供給契約
(単価契約)

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

H26.4.1
福井ゼロックス(株)
福井市板垣5-904

一般競争入札
(最低価格落札方式)

ﾓﾉｸﾛ2.5円/枚
(予定調達総額1,704,240円)

ﾓﾉｸﾛ2.5円/枚
(予定調達総額1,704,240円) 100.0 １者

審査済
(所見なし)

4

平成26年度　福井労働局及び管
下労働基準監督署並びに公共職
業安定所に係る車両燃料等及び
施設燃料等購入単価契約

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

H26.4.1
福井県石油協同組合
福井市花堂中1-3-40

一般競争入札
(最低価格落札方式)

ｶﾞｿﾘﾝ164.8円/ℓ、ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ
1,080円/ℓ、洗車・ﾜｯｸｽ1,080
円/ℓ、ﾀｲﾔ脱着864円/本、白
灯油113.8円/ℓ、A重油103.9
円/ℓ、ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ月額基本料
1,944円・使用量540円/㎥
(予定調達総額4,282,832円)

ｶﾞｿﾘﾝ163円/ℓ、ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ
1,080円/ℓ、洗車・ﾜｯｸｽ1,080
円/ℓ、ﾀｲﾔ脱着860円/本、白
灯油112円/ℓ、A重油100円/
ℓ、ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ月額基本料
1,940円・使用量540円/㎥
(予定調達総額4,220,634円)

98.5 １者
審査済

(所見なし)

5
平成26年度　各種健康診断(一般
定期・VDT・石綿・電離放射線)業
務委託契約(単価契約)

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

H26.4.1
公益財団法人

　福井県労働衛生センター
福井市日光1-3-10

一般競争入札
(最低価格落札方式)

１人当たり
一般定期健診12項目合計税
抜11,300円、VDT健診5項目
合計税抜2,700円、石綿健診4
項目税抜3,000円、電離放射
線健診税抜3,000円、ﾊﾞｽ巡回
派遣料10,000円1回+20,000円
11回
(予定調達総額4,154,328円)

１人当たり
'一般定期健診12項目合計税
抜12,150円、VDT健診5項目
合計税抜2,500円、石綿健診4
項目税抜3,000円、電離放射
線健診税抜3,000円、ﾊﾞｽ巡回
派遣料無料
(予定調達総額4,037,094円)

97.2 3者
審査済

(所見なし)
審査済

(所見なし)

平成26年4月1日       ～ 平成26年6月30日

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)

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等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場合の応札（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」。



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

契約締結
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4月1日       ～ 平成26年6月30日

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)

6
平成26年度　福井労働局管下4
官署で使用する電気需給契約
(単価契約)

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

H26.4.1
(株)エネット

東京都芝公園2-6-3
一般競争入札
(裾切り方式)

契約電力に対する単価(力率
割引前)1,555円20銭/kw・月、
使用電力に対する単価4～5月
10.48円/kw、6月以降10.52円
/kw(夏季11.51円/kw)
(予定価格7,743,242円)

契約電力に対する単価(力率
割引前)1,510円20銭/kw・月、
使用電力に対する単価10.47
円/kw(夏季11.47円/kw)
(予定調達総額7,617,215円)

98.4 2者
審査済

(所見なし)

7
平成26年度　庁舎清掃(管内9施
設)業務委託契約(単価計約)

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

H26.4.1
(有)アイワメンテナンス

坂井市丸岡町千田29-13
一般競争入札

(最低価格落札方式)

福井署日常清掃単価5,788円/
日、床ワックス38,340円/回ほ
か
(予定調達総額9,763,265円)

福井署日常清掃単価4,720円
/日、床ワックス31,950円/回
ほか
(予定調達総額8,499,394円))

87.1 5者
審査済

(所見なし)
審査済

(所見なし)

8
平成26年度　福井公共職業安定
所他１官署駐車場警備業務委託
契約(単価契約)

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

H26.4.1
(株)コーワ

福井市三尾野町29-2-12
一般競争入札

(最低価格落札方式)

警備員1名1,477円/h×29h×
244日×85%×108%
(予定調達総額9,594,249円)

警備員1名税抜805円/h×29h
×244日×108%
(予定調達総額6,151,874円)

64.1 3者
審査済

(所見なし)
審査済

(所見なし)

9
平成26年度　福井労働局管下6
官署の機械警備業務委託契約

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

H26.4.1
(株)アイビックス

福井市下馬2-101
一般競争入札

(最低価格落札方式)
¥3,326,184 ¥606,528 18.2 3者

審査済
(所見なし)

審査済
(所見なし)

10
平成26年度　コピー用紙及び色
上質紙等の購入に係る単価契約

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

H26.4.1
(株)ダイゲンコーポレーション

福井市問屋町1-2
一般競争入札

(最低価格落札方式)

再生コピー用紙A3・2,010円税
込/箱、再生コピー用紙A4・
1,499円税込/箱ほか計15種類
(予定調達総額8,013,898円)

再生コピー用紙A3・1,490円
税込/箱、再生コピー用紙A4・
1,250円税込/箱ほか計15種
類
(予定調達総額6,460,741円)

80.6 2者
審査済

(所見なし)

11
平成26年度　各種事務用消耗品
の購入に係る単価契約

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

H26.4.1
(株)オフィスサポートBP
福井市宝永3-34-24

一般競争入札
(最低価格落札方式)

B5ノート税込82円/冊
ほか合計366品目
(予定調達総額6,418,302円)

B5ノート税込80円/冊
ほか合計366品目
(予定調達総額4,914,000円)

76.6 3者
審査済

(所見なし)

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等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場合の応札（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」。



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

契約締結
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4月1日       ～ 平成26年6月30日

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)

12
平成26年度　官用車車検等整備
業務委託契約

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

H26.5.29
福井日産自動車(株)

福井市下荒井町２１－３
一般競争入札

(最低価格落札方式)
¥1,055,322 ¥887,598 84.1 3者

審査済
(所見なし)

13

福井労働基準監督署ほか3監督
署及び福井公共職業安定所ほか
４安定所等に係る自動車賃貸借
契約(単価契約)

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

H26.5.30

タイムズモビリティネットワークス
(株)

広島県広島市
中区鉄砲町7番18号

一般競争入札
(最低価格落札方式)

各署・所一律１日3,780円/台
(予定調達総額4,271,400円)

１日単価、福井署3,240円、武
生署3,456円、敦賀署4,320
円、大野署4,320円、福井所
2,700円、福井ヤングハロー
ワーク 3,132円、武生所2,700
円、大野所4,320円、敦賀所
3,240円
(予定調達総額3,352,320円)

78.5 4者
審査済

(所見なし)

14

サマー求人企業説明会（福井・奥
越会場）」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

H26.6.18
(株)クリアー福井

福井市西方１－３－１８
一般競争入札

(最低価格落札方式)
¥1,362,011 ¥1,069,200 78.5 1者

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等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場合の応札（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」。



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

契約締結
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

平成26年度　給与等システ
ムの使用許諾、ソフトウェア
サポート及び専用サーバー
保守業務契約

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

H26.4.1
コンピュータ・システム(株)
京都市上京区笹屋町通
千本西入笹屋4-273-3

会計法第29条の3第４項、予決令102条の
4第3号
　ソフトの著作権、所有権及び販売権の
帰属している業者との契約。また、給与等
システムはカシオスタンダードランゲージ
という特別な言語で開発されたソフトであ
り、これはカシオ情報機器(株)の専用ハー
ドウエア上のOSでしか動作しないもので、
ハードとソフトの保守管理業務を分離して
行うことは不可能であり競争を許さないも
の。

¥4,728,974 ¥4,728,972 100.0 3者
審査済

(所見なし)

2
平成26年度　各種印刷機
用インク等購入及び保守に
係る単価契約

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

H26.4.1
イワイ(株)

福井市松城町15-11

会計法第29条の3第5項、予決令99条第3
号
予定価格が160万円を超えない財産の買
い入れのため。

RISO ORPHIS用Xイ
ンクキット・シアン
500mlほか3品目
(予定調達総額
1,553,500円)

RISO ORPHIS用Xイ
ンクキット・シアン
500mlほか3品目
(予定調達総額
1,553,500円)

100.0 1者

3
平成26年度 福井労働局労
災補償課分室に係る賃貸
借契約、145.73㎡

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

H26.4.1
三谷不動産(株)

福井市中央3-1-5

会計法第29条の3第４項、予決令102条の
4第3号
　(旧)RIC福井事務所から引き続き使用し
ているため、移転することで多額の移転料
等が発生すること及びRIC時代から近隣テ
ナントより格安の賃料であることから、総合
的コストで競争性がないため。

¥4,284,564 ¥4,284,564 100.0 1者

4
平成26年度 福井公共職業
安定所敷地に係る賃貸借
契約、2668.29㎡

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1-1-55

H26.4.1
福井市長

福井市大手3-10-1

会計法第29条の3第４項、予決令102条の
4第3号
　庁舎新営段階から借地しか認められて
おらず、福井市の市有財産の土地に庁舎
を建設したことから、競争が存在しない。

¥3,609,662 ¥3,609,662 100.0 1者

平成26年4月1日       ～ 平成26年6月30日

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)

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等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場合の応札（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」。



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

契約締結
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4月1日       ～ 平成26年6月30日

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)

5
平成26年度 福井公共職業
安定所外部駐車場に係る
賃貸借契約、854.76㎡

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1-1-56

H26.4.1
福井市長

福井市大手3-10-1

会計法第29条の3第４項、予決令102条の
4第3号
庁舎の隣地であり、敷地内駐車場と接続
させた一体的かつ効率的な運用を行って
いることから、競争が存在しない。

¥1,156,319 ¥1,156,319 100.0 1者

6
平成26年度 福井ヤングハ
ローワークに係る執務室賃
貸借契約、83.66㎡

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1-1-57

H26.4.1
福井商工会議所

福井市西木田2-8-1

会計法第29条の3第４項、予決令102条の
4第3号
　国の施策として県のジョブカフェに併設
してワンストップサービス化を図るものであ
ることから、競争を許さないものである。

¥4,109,940 ¥4,109,940 100.0 1者

7
平成26年度 越前市武生西
公民館別館賃貸借契約、
52.48㎡

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1-1-58

H26.4.1
越前市

越前市府中一丁目13-15
生涯学習センター２階

会計法第29条の3第４項、予決令102条の
4第3号
　庁舎に隣接していて、利用者サービス
面、職員配置、及び、本省システムを有線
で繋いで使用可能である等優位であり、こ
れ以上の代替施設は無く競争を許さな
い。

¥884,400 ¥884,400 100.0 1者

8
平成26年度 武生公共職業
安定所来所者用駐車場賃
貸借契約、25台・478㎡

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1-1-59

H26.4.1
個人

越前市内

会計法第29条の3第４項、予決令102条の
4第3号
　庁舎に隣接していて、利用者サービス
面で、これ以上の代替施設は無く、かつ、
駐車場を不特定多数の者に提供してもよ
いとする所有者であり、競争を許さない。
なお、近隣相場より低廉である。

¥1,050,000 ¥1,050,000 100.0 1者

9

平成26年度 武生公共職業
安定所来所者用第２駐車
場賃貸借契約、20台・253
㎡

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1-1-60

H26.4.1
個人

福井市内

会計法第29条の3第４項、予決令102条の
4第3号
　庁舎裏にあるという地理的利便性、か
つ、駐車場を不特定多数の者に提供して
もよいとする所有者であること、近隣相場
より低廉ということから、競争を許さない。

¥1,080,000 ¥1,080,000 100.0 1者

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等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場合の応札（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」。



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

契約締結
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4月1日       ～ 平成26年6月30日

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)

10
平成26年度 三国公共職業
安定所庁舎敷地に係る貸
借借契約、1,346.03㎡

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1-1-61

H26.4.1
坂井市

坂井市三国町中央1-5-1

会計法第29条の3第４項、予決令102条の
4第3号
　庁舎新営計画で旧坂井郡三国町(現・坂
井市)の土地に建築しているもので、競争
を許さない。

¥1,444,020 ¥1,444,020 100.0 1者

11

平成26年度 三国公共職業
安定所来所者用駐車場に
係る貸借借契約、40台・
936㎡

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1-1-62

H26.4.1
坂井市

坂井市三国町中央1-5-1

会計法第29条の3第４項、予決令102条の
4第3号
　三国所庁舎から非常に近いという地理
的利便性、かつ、駐車場を不特定多数の
者に提供してもよいとする所有者であるこ
と、及び、近隣相場より格安であり、他に
同等な代替駐車場は無く、競争を許さな
い。

¥1,728,000 ¥1,728,000 100.0 1者

12
平成26年度 専門家派遣・
相談等支援事業に係る業
務委託契約

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1-1-63

H26.4.1
㈱土蔵労働コンサルタント
事務所
福井市ニの宮３-３０-１１

会計法第29条の3第４項、予決令102条の
4第3号
　企画競争方式として公示を行ったとこ
ろ、1者から企画書の提出があり、企画書
評価委員会において審査を経た結果、適
当であると評価されたことから、契約を
行ったものである。

¥6,661,344 ¥6,661,344 100.0 1 1者
審査済

(所見なし)

13
平成26年度 就職支援セミ
ナーの実施に係る業務委
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1-1-64

H26.4.1
㈱日本マンパワー
東京都千代田区

神田東松下町47-1

予決令99条の2(不落随契)
 1回目開札7,200,700円、2回目開札
6,909,100円で不落となり、不落随契により
提出された見積書が予定価格内であった
ため同者と随意契約した。

¥6,587,634 ¥6,568,900 99.7 1者
審査済

(所見なし)
審査済

(所見なし)

14
平成26年度 生涯現役社会
実現環境整備事業に係る
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1-1-65

H26.4.1

　　　公益社団法人
福井県シルバー人材セン
ター連合
　福井市大手３－７－１

会計法第29条の3第４項、予決令102条の
4第3号
　企画競争方式として公示を行ったとこ
ろ、1者から企画書の提出があり、企画書
評価委員会において審査を経た結果、適
当であると評価されたことから、契約を
行ったものである。

¥5,600,000 ¥5,600,000 100.0 1 1者
審査済

(所見なし)

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等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場合の応札（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」。



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

契約締結
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4月1日       ～ 平成26年6月30日

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)

15
平成26年度 シニアワーク
プログラム地域事業に係る
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1-1-66

H26.4.1

　　　公益社団法人
福井県シルバー人材セン
ター連合
　福井市大手３－７－１

会計法第29条の3第４項、予決令102条の
4第3号
企画競争方式として公示を行ったところ、
1者から企画書の提出があり、企画書評価
委員会において審査を経た結果、適当で
あると評価されたことから、契約を行ったも
のである。

¥47,209,000 ¥47,209,000 100.0 1 1者
審査済

(所見なし)
審査済

(所見なし)

16
平成26年度 若年者地域連
携事業に係る委託

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1-1-67

H26.4.1
福井商工会議所

福井市西木田2-8-1

会計法第29条の3第４項、予決令102条の
4第3号
　企画競争方式として公示を経た上で、福
井県から推薦を受けている者により提出さ
れた企画書等を基に、企画審査委員会に
おいて審査を行い調達を行った。

¥26,270,744 ¥26,270,744 100.0 1者
審査済

(所見なし)
審査済

(所見なし)

17

平成26年度 障害者就業・
生活支援センター事業に
係る委託(嶺南福祉圏域を
除く福井県内）

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1-1-68

H26.4.1

社会福祉法人
ふくい福祉事業団
福井市光陽2-3-22

福井県社会福祉センター内

会計法第29条の3第４項、予決令102条の
4第3号
　委託事業（障害者の就業・生活支援事
業）に係る契約相手方の選定について
は、実施要綱における要件において都道
府県知事の推薦が必要とされており、当
該団体が福井県知事からの推薦があった
団体であるため競争を許さないもの。

¥20,934,000 ¥20,934,000 100.0 1者
審査済

(所見なし)

18
平成26年度 障害者就業・
生活支援センター事業に
係る委託(嶺南福祉圏域）

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1-1-69

H26.4.1
社会福祉法人

敦賀市社会福祉事業団
敦賀市神楽町1-3-20

会計法第29条の3第４項、予決令102条の
4第3号
　委託事業（障害者の就業・生活支援事
業）に係る契約相手方の選定について
は、実施要綱における要件において都道
府県知事の推薦が必要とされており、当
該団体が福井県知事からの推薦があった
団体であるため競争を許さないもの。

¥16,866,000 ¥16,866,000 100.0 1者
審査済

(所見なし)

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等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場合の応札（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」。



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

契約締結
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4月1日       ～ 平成26年6月30日

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)

19
平成26年度 医療労務管理
相談コーナー事業に係る
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1-1-70

H26.4.1
福井県社会保険労務士会

福井市大手３－７－１

会計法第29条の3第４項、予決令102条の
4第3号
　企画競争方式として公示を行ったとこ
ろ、1者から企画書の提出があり、企画書
評価委員会において審査を経た結果、適
当であると評価されたことから、契約を
行ったものである。

¥4,347,622 ¥4,347,622 100.0 1者
審査済

(所見なし)

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等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場合の応札（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」。


