
別紙１

(部局名)

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 2 件

　　・審議件数 2 件

         0 件

②　随意契約によるもの 　

　　・審査対象件数 0 件

　　・審議件数 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

　　・審議件数 14 件

　　うち、契約金額が500万円以上の案件 5 件

　　うち、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

　　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 3 件

　　・審議件数 3 件

0 件

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

　　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　審査案件の抽出方法

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（具体的な内容を記載するとともに、審査を行った際の書類も併せて提出すること。）

所見なし。
審議案件は適正であると認められた。

平成２７年１月１日　～　平成２７年３月３１日契約締結分

　中田　　和重 （公認会計士)

　木村　　好晴 （税理士)

　藤林  　正季 （税理士)

「福岡労働局公共調達監視委員会運営要綱」第６条の規定に基づき、福岡労働局公共調達審査会から
報告のあった公共調達審査会審議対象一覧のうち、全案件を審議対象とした。

　　うち、低入札価格調査の対象となったもの

公共調達監視委員会活動状況報告書

福岡労働局

　　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

平成２７年６月１８日（木）

　　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



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）

公共調達審査会
審議結果状況（所見）

1-1

久留米公共職業安定所(26)求職者支援
コーナー出入口ドア改修工事及び朝倉
公共職業安定所(26)便所改修工事
久留米市諏訪野町2401外
平成27年1月6日～平成27年3月31日
建築一式工事

支出負担行為担当官
福岡労働局総務部長
渡辺　輝生
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成27年1月6日
梅原建設株式会社
久留米市本町15-25

一般競争入札 3,350,079 3,348,000 99.94% 1者 所見なし 所見なし

1-2

福岡労働局(福岡第一合同庁舎本館)外3
官署のLED照明設置工事
福岡市博多区博多駅東2-11-1外
平成27年1月29日～平成27年3月30日
電気工事

支出負担行為担当官
福岡労働局総務部長
渡辺　輝生
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成27年1月29日

九州沖通信機株式会
社
福岡市南区井尻4-28-
18

一般競争入札 4,417,740 2,991,600 67.72% 2者 所見なし 所見なし

※　備考欄には、以下の①から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等に移行する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」。

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）

福岡労働局平成２７年１月１日　～　平成２７年３月３１日契約締結分



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）
公共調達審査会

審議結果状況（所見）

該当なし

※　備考欄には、以下の①から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等に移行する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」。

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）

福岡労働局平成２７年１月１日　～　平成２７年３月３１日契約締結分



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）

3-1
「労働保険でパワーアップ（平成27年度
版）」リーフレット外7種の印刷物作製

支出負担行為担当官
福岡労働局総務部長
渡辺　輝生
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成27年1月22日
有限会社たかやま
熊本県水俣市桜井町3-4-
25

一般競争入札 4,155,828 3,082,758 74.18% 5者 所見なし 所見なし

3-2
デジタルモノクロ複合機6台の調達及び
保守業務委託

支出負担行為担当官
福岡労働局総務部長
渡辺　輝生
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成27年1月22日
株式会社フジモト福岡店
福岡市博多区博多駅南6-
2-30

一般競争入札 5,274,509 2,090,033 39.63%
3者

保守は単
価契約

所見なし 所見なし

3-3
事務機器、OA機器及び電化製品一式の
調達

支出負担行為担当官
福岡労働局総務部長
渡辺　輝生
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成27年1月22日
株式会社フジモト福岡店
福岡市博多区博多駅南6-
2-30

一般競争入札 9,302,095 6,418,440 69.00% 4者 所見なし 所見なし

3-4 事務用什器一式の調達

支出負担行為担当官
福岡労働局総務部長
渡辺　輝生
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成27年1月22日
株式会社福助屋
福岡市博多区博多駅前4-
8-10

一般競争入札 9,087,071 7,063,200 77.73% 4者 所見なし 所見なし

3-5 事務用消耗品一式の調達

支出負担行為担当官
福岡労働局総務部長
渡辺　輝生
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成27年1月28日
キングテック株式会社
北九州市小倉北区東港2-
5-1

一般競争入札 2,474,129 1,723,820 69.67% 3者 所見なし 所見なし

3-6
「小倉南区福祉・就労支援コーナー（仮
称）」の開設に伴う新規物品の調達及び
設置作業等一式

支出負担行為担当官
福岡労働局総務部長
渡辺　輝生
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成27年1月27日
株式会社サイコム
福岡市博多区博多駅南4-
17-34

一般競争入札 1,420,435 756,280 53.24% 5者 所見なし 所見なし

3-7 シュレッダー及び製本機の調達

支出負担行為担当官
福岡労働局総務部長
渡辺　輝生
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成27年1月30日
株式会社フジモト福岡店
福岡市博多区博多駅南6-
2-30

一般競争入札 8,973,551 6,720,840 74.90% 5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）

福岡労働局平成２７年１月１日　～　平成２７年３月３１日契約締結分



〔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）

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）

福岡労働局平成２７年１月１日　～　平成２７年３月３１日契約締結分

3-8
北九州西労働基準監督署・朝倉公共職
業安定所（26）電話設備改修工事設計業
務委託

支出負担行為担当官
福岡労働局総務部長
渡辺　輝生
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成27年1月26日
有限会社松本一平建築設
計事務所
熊本県荒尾市増永757-8

一般競争入札 1,429,449 1,188,000 83.11% 2者 所見なし 所見なし

3-9 防災用品一式の調達

支出負担行為担当官
福岡労働局総務部長
渡辺　輝生
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成27年2月3日
ミドリ安全小倉株式会社
北九州市小倉南区沼緑町
1-11-23

一般競争入札 2,036,923 1,605,420 78.82% 2者 所見なし 所見なし

3-10 事務用椅子等一式の調達

支出負担行為担当官
福岡労働局総務部長
渡辺　輝生
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成27年2月4日
株式会社フジモト福岡店
福岡市博多区博多駅南6-
2-30

一般競争入札 9,805,850 6,277,500 64.02% 5者 所見なし 所見なし

3-11
飯塚公共職業安定所外３官署における
自動窓口受付システム一式の更新

支出負担行為担当官
福岡労働局総務部長
渡辺　輝生
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成27年2月12日
株式会社福助屋
福岡市博多区博多駅前4-
8-10

一般競争入札 8,329,018 7,550,366 90.65% 2者 所見なし 所見なし

3-12 大判プリンターの調達

支出負担行為担当官
福岡労働局総務部長
渡辺　輝生
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成27年2月13日
株式会社サイコム
福岡市博多区博多駅南4-
17-34

一般競争入札 4,576,120 2,396,520 52.37% 4者 所見なし 所見なし

3-13
デジタル印刷機（モノクロ片面）10台の調
達

支出負担行為担当官
福岡労働局総務部長
渡辺　輝生
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成27年2月17日
株式会社福助屋
福岡市博多区博多駅前4-
8-10

一般競争入札 7,561,242 486,000 6.43% 2者 所見なし 所見なし

3-14 ゼンリン住宅地図の調達

支出負担行為担当官
福岡労働局総務部長
渡辺　輝生
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成27年3月5日

株式会社ゼンリンインター
マップ
沖縄県那覇市宮城1-14-
25

一般競争入札 1,554,854 1,121,968 72.16% 3者 所見なし 所見なし

※　備考欄には、以下の①から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等に移行する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」。



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）

4-1
地図情報システムに係る地図データ更新
作業

支出負担行為担当官
福岡労働局総務部長
渡辺　輝生
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成27年1月16日

シャープビジネスソ
リューション株式会社
パブリックシステム事
業統轄部
大阪市阿倍野区長池
町22-22

会計法第29条の3第4項
予算決算及び会計令第
102条の4第3号
システムの開発を行った
業者でなければ履行で
きないため。

1,499,688 1,499,688 100.00% - 所見なし 所見なし

4-2
福岡労働局における印刷物（平成26年度
第4四半期分封筒）作製

支出負担行為担当官
福岡労働局総務部長
渡辺　輝生
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成27年1月30日

社会福祉法人福岡コロ
ニー
糟屋郡新宮町緑ヶ浜
1-11-1

会計法第29条の3第5項
予算決算及び会計令第
99条2号
予算決算及び会計令第
99条16号の2
障害者就労施設からの
物品調達のため、見積
合わせを実施。

1,318,790 584,820 44.35% - 所見なし 所見なし

4-3
福岡人材銀行システム構成機器の一部
更新

支出負担行為担当官
福岡労働局総務部長
渡辺　輝生
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成27年2月19日
タック株式会社
東京都墨田区錦糸4-
11-3

会計法第29条の3第4項
予算決算及び会計令第
102条の4第3号
本システムについては、
賃貸借及び保守契約を
行っており、一部を他社
から導入する余地はな
いため。

2,332,800 2,332,800 100.00% - 所見なし 所見なし

※　備考欄には、以下の①から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等に移行する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」。

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）

福岡労働局平成２７年１月１日　～　平成２７年３月３１日契約締結分
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平成２７年度第１回福岡労働局公共調達監視委員会の審議概要 

 

１ 開催日   平成２７年６月１８日（木）  

 

２ 開催場所  福岡合同庁舎新館５階 労働第１会議室 

 

３ 委員(敬称略) 

   委員長    中田 和重  公認会計士 

   委 員  木村 好晴  税 理 士 

   委 員  藤林 正季  税 理 士 

 

４ 審議対象期間 

平成２７年１月１日～平成２７年３月３１日までの間に契約締結したもの 

    

５ 審議対象案件               １９件 

   (内訳) 競争入札による公共工事       ２件 

       随意契約による公共工事       ０件 

       競争入札による物品･役務等     １４件 

       随意契約による物品･役務等      ３件 

 

６ 抽出の方法 

   「福岡労働局公共調達監視委員会運営要綱」第６条の規定に基づき、福岡労働局公共

調達審査会から報告のあった公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果のうち、全案件

を対象とした。 

   

７ 審議件数                 １９件 

   (内訳) 競争入札による公共工事       ２件 

       随意契約による公共工事       ０件 

       競争入札による物品･役務等     １４件 

       随意契約による物品･役務等      ３件 

 

８ 審議内容 

事前に配付していた「公共調達審査会審議対象一覧」及び「審議調書」（参考資料 

として、入札公告、仕様書及び入札結果等を添付）をもとに、担当者が事案の概要を説

明し、その後委員からの意見や質問を受け審議を行った結果、審議結果は「所見なし」

と結論され、審議が終了した。 

  委員からの意見及び質問については、要旨次のとおりである。 
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（１） 一般競争による公共工事 

【審議調書 整理番号第１－１号】 

   「久留米公共職業安定所(26)求職者支援コーナー出入口ドア改修工事及び朝倉公共職

業安定所(26)便所改修工事」 

（委員）１回目で応札できなかったようですが、その後どのような手続きを行ったの

ですか。 

（担当）１回目の入札に参加した業者に再入札を行うことを連絡し、２回目の入札は

その日の午後から行いました。その結果、予定価格の制限の範囲内での入札があり

落札されました。 

（委員）仮に２回目も不落だった場合はどうしたのですか。 

（担当）入札に参加した業者と価格交渉をして随意契約を行うか、あるいは再入札を

行うことになります。 

（委員）１者しか応札がなかったのは、どこかに問題があったからではないですか。

また、予定価格にも問題があったのではないですか。 

（担当）公告後に複数の業者に入札参加の声掛けをしたのですが、年度末であったた

め工事を沢山抱えている業者ばかりで、結果的に１者の参加しかありませんでした。

また、予定価格は設計業者の積算をもとにしました。 

（委員）もっと幅広く募集することを考えられた方がいいのではないかと思います。 

 

【審議調書 整理番号第１－２号】 

「福岡労働局(福岡第一合同庁舎本館)外 3官署の LED 照明設置工事」 

（委員）入札において１者が無効となっていますが、理由は何ですか。 

（担当）入札書と入札内訳書の合計額が一致していなかったためです。 

（委員）仕様内容には、既設の蛍光灯用器具への取付けとありますが、既設蛍光灯の

廃棄と新規設置を依頼したのですね。 

（担当）はい、そうです。廃棄についてはマニュフェストももらっています。 

 

（２） 随意契約による公共工事 

該当なし 

 

（３）一般競争による物品･役務等 

【審議調書 整理番号第３－１号】 

「『労働保険でパワーアップ（平成 27 年度版）』リーフレット外 7種の印刷物作製」 

委員からの質問・意見なく本件承認。 

 

   【審議調書 整理番号第３－２号】 



 3

   「デジタルモノクロ複合機 6 台の調達及び保守業務委託」 

（委員）本案件は、推奨品を定めてはいないのですか。 

（担当）はい。複合機にはいろいろな機能があり、オプションもさまざまなので、こ

れがほしいという仕様内容を決めて、「仕様内容確認書」を提出させて、仕様を満た

しているか確認し、調達することにしています。 

（委員）予定価格と契約金額がかけ離れていますが、予定価格によっては参加資格が

変わってくるので、この乖離は気になります。予定価格はどのように積算したので

すか。 

（担当）予定価格の積算に当たっては、仕様を満たす複数社の製品の価格に、過去の

入札実績に基づく平均掛率を掛けて積算しました。 

（委員）今回納品されたのはどこの製品ですか。 

（担当）リコーです。 

（委員）複合機は何年周期で替えるのですか。 

（担当）５年を目安に故障の頻度を勘案して更新しています。 

 

【審議調書 整理番号第３－３号】 

   「事務機器、ＯＡ機器及び電化製品一式の調達」 

（委員）本案件は基本的に推奨品が入るのですか。 

（担当）物品整備計画による調達の場合、現場から要望が上がるので、パソコン等以

外はそれに基づき推奨品を定めています。 

（委員）調達品目は２６品目とカテゴリーが広く、事務機器やＯＡ機器の中に自転車

が入っていますが、私は自転車と掃除機を一緒に調達するのは無理があると思いま

す。もっと細分化して調達した方が安くなるのではないのでしょうか。どのように

区分けしているのですか。 

（担当）物品整備計画に関しては、本案件の外には、大きくは事務用什器と事務用消

耗品に分けて調達しています。 

 

【審議調書 整理番号第３－４号】 

   「事務用什器一式の調達」 

委員からの質問・意見なく本件承認。 

 

【審議調書 整理番号第３－５号】 

「事務用消耗品一式の調達」 

委員からの質問・意見なく本件承認。 

 

【審議調書 整理番号第３－６号】 

「『小倉南区福祉・就労支援コーナー（仮称）』の開設に伴う新規物品の調達及び設置
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作業等一式」 

（委員）新規に設置したのですか。 

（担当）はい。自治体と連携して事業を行うため、小倉南区役所内に窓口を設置しま

した。 

（委員）この事業はずっと継続する事業ですか。 

（担当）当面続く事業です。 

（委員）落札者はどういう会社ですか。かなり安い価格でとっていますが・・・。 

（担当）商社で、ＯＡ機器等の販売を行っています。入札額が安いため、落札した際

に、本当にこの金額でできるかどうか確認はしました。 

 

【審議調書 整理番号第３－７号】 

「シュレッダー及び製本機の調達」 

委員からの質問・意見なく本件承認。 

 

【審議調書 整理番号第３－８号】 

「北九州西労働基準監督署・朝倉公共職業安定所（26）電話設備改修工事設計業務委

託」 

（委員）本案件は電話設備についてだけなのですか。電話機を入れ替えるのに設計が

必要なのでしょうか。 

（担当）はい。電話設備にかかる設計と積算が委託内容です。平成２４年度から電話

料金削減のため、アナログ回線を光回線へ順次移行していくこととしており、配線

や光ケーブルの敷設等技術的なこともあるので設計が必要となりました。 

（委員）落札者は熊本の業者ですが、参加したもう１者はどこの業者ですか。 

（担当）鳥栖です。 

（委員）本契約に監理業務は入っているのですか。 

（担当）入っていません。 

（委員）本案件について、声掛けは行ったのですか。 

（担当）はい。幅広く参加者を募るため、入札公告後に過去入札に参加した業者３、

４者に声掛けをしました。また、併せて公告期間を長く設ける取り組みを行いまし

た。 

（委員）北九州地区の案件なのに北九州の業者は入ってこなかったのですか。 

（担当）はい、この案件では参加はありませんでした。しかし、その後別案件におい

ては北九州の業者の参加がありました。 

（委員）近距離の業者の方がコストの面からは安くできるはずです。地域性などから

プッシュする相手を考えたほうがいいと思います。 

   

【審議調書 整理番号第３－９号】 
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   「防災用品一式の調達」 

（委員）備蓄用飲料水については、どうしてこの推奨品としたのですか。 

（担当）防災用品のカタログから信頼できる商品を選定しました。ただし、推奨品で

なくても仕様内容を満たす品であれば、同等品申請により認めることとしています。 

（委員）結果として推奨品が入ったのですか。 

（担当）水は同等品、カンパンは推奨品が入りました。 

 

【審議調書 整理番号第３－１０号】 

   「事務用椅子等一式の調達」 

（委員）既存の椅子の下取りはないのですか。また、予定価格の積算に反映させてい

るのですか。 

（担当）椅子については、基本的に壊れたものを更新することとしています。そのた

め下取りではなく、引き取りとし、引取り費用が発生する場合は入札内訳書に諸経

費として書くようにさせ、また予定価格には引取り費用を計上しています。 

 

【審議調書 整理番号第３－１１号】 

   「飯塚公共職業安定所外３官署における自動窓口受付システム一式の更新」 

（委員）入札の結果、既存のものとメーカーは同じになったのですか。 

（担当）はい。同じ明光商会製となりました。 

 

   【審議調書 整理番号第３－１２号】 

「大判プリンターの調達」  

（委員）このプリンターはＡ３以上のものを印刷できるのですか。 

（担当）はい。ポスターサイズの印刷が可能です。 

 

【審議調書 整理番号第３－１３号】 

「デジタル印刷機（モノクロ片面）10 台の調達」 

（委員）メーカーはどこになったのですか。 

（担当）理想科学です。 

（委員）もう１者は、どこのメーカーの製品だったのですか。 

（担当）リコーです。 

（委員）今回も金額が安いですね。 

（担当）前回の入札額は１円でしたので、それに比べたら金額は上がりました。落札

後に業者に聞いたところ、納入先は官公庁がメインで、一度に１０台の調達でもあ

り、メーカーがサプライ供給の面からも絶対取りたいと考えているからとのことで

した。 

（委員）戸畑分庁舎の引取物品をみると他所に比べてカウンター数が少ないようです
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が、まだ使えたのではないのですか。 

（担当）使用年数だけでなく、修理頻度も考慮したうえで更新することにしました。 

 

【審議調書 整理番号第３－１４号】 

「ゼンリン住宅地図の調達」 

（委員）地図はどういう時に使うのですか。また、更新の基準はあるのですか。 

（担当）主に保険料徴収のため滞納事業場へ臨戸する際に使用します。更新の基準は、

所持している地図の出版年月と最新版の出版年月を比較し、３年経過しているもの

を更新することとしています。 

（委員）ゼンリン本社は入札に参加できなかったのですか。 

（担当）はい。本社はＡ等級のため参加できませんでしたので、その代わりに子会社

の参加がありました。 

 

（４）随意契約による物品･役務等 

【審議調書 整理番号第４－１号】 

   「地図情報システムに係る地図データ更新作業」 

（委員）２年前にも更新したのですね。 

（担当）はい。前回はハードとソフトを更新しました。ハードは入札で、ソフトは随

意契約で調達しました。平成１４年にシステムを導入し、平成１６年に台数を増や

し、平成２５年度に設置施設を増やして、従前のプログラムをバージョンアップし

て使っています。そのため、データの更新に当たっては随意契約をせざるを得ませ

ん。 

 

【審議調書 整理番号第４－２号】 

   「福岡労働局における印刷物（平成 26 年度第 4四半期分封筒）作製」 

（委員）見積もり合わせの対象としているのは、障害者福祉施設と特例子会社なので

すね。 

（担当）はい。そうです。 

 

【審議調書 整理番号第４－３号】 

「福岡人材銀行システム構成機器の一部更新」 

（委員）今回はサーバーの交換を行っていますが、調達から何年経過しているのです

か。 

（担当）６、７年です。 

（委員）入札ではなく随意契約なので、価格は高くなるのではないですか。 

（担当）更新に当たっては、価格交渉をして値下げをさせています。 

 


