
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 6 件

　　・審議件数 6 件

         1 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 11 件

　　・審議件数 11 件

　　うち、契約金額が500万円以上の案件 2 件

　　うち、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、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 2 件

　　・審議件数 2 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１０月１日　～　平成２７年１２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２８年２月１７日（水）

　　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

福岡中央公共職業安定所赤坂駅前庁
舎・福岡東公共職業安定所(27)電話設備
改修工事
福岡市中央区大名2-4-22外
平成27年10月14日～平成27年12月21日
電気通信工事

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

平成27年10月14日
株式会社山田商会
北九州市小倉北区萩
崎町12-23

一般競争入札 4,485,187 3,229,200 72.00% 2者 所見なし 所見なし

1-2

大牟田公共職業安定所空調機器更新工
事
大牟田市大正町6-2-3
平成27年10月22日～平成28年3月31日
管工事

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

平成27年10月22日
ユゲデンキ株式会社
飯塚市飯塚11-21

一般競争入札 20,519,537 17,820,000 86.84%
3者
低入札

所見なし 所見なし

1-3
大牟田公共職業安定所空調機器更新工
事監理業務委託

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

平成27年10月26日

株式会社ｍ３建築事務
所
福岡市西区下山門1-
12-3

一般競争入札 1,442,880 1,134,000 78.59% 4者 所見なし 所見なし

1-4
福岡南公共職業安定所(27)空調機器等
改修工事の設計等業務委託

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

平成27年11月27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 2,138,400 1,447,200 67.68% 3者 所見なし 所見なし

1-5
福岡労働局内執務室等改修工事の設計
等業務委託

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

平成27年12月3日

株式会社金子英造建
築設計事務所
北九州市小倉北区堅
町1-2-5-2F

一般競争入札 1,113,393 972,000 87.30% 9者 所見なし 所見なし

1-6
福岡中央労働基準監督署(27)全館空調
設備改修工事設計等業務委託

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

平成27年12月21日

株式会社宮原龍一
PLUS建築設計室
山口県周南市花陽2-
1-13

一般競争入札 2,603,822 1,674,000 64.29% 7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１０月１日　～　平成２７年１２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１０月１日　～　平成２７年１２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
年度後半における集中的な就職面接会
開催事業にかかる業務委託

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

平成27年10月1日

ヒューマンアカデミー株式
会社
東京都新宿区西新宿7-5-
25

一般競争入札 7,710,945 7,502,047 97.29% 1者 所見なし 所見なし

3-2
「あなたの認定日」認定日カレンダー外16
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
山口　宏之
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成27年10月21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 4,355,362 2,248,768 51.63% 4者 所見なし 所見なし

3-3
「福岡市博多福祉・就労支援コーナー」の
開設に伴う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
山口　宏之
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成27年10月28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 1,591,513 1,426,863 89.65% 4者 所見なし 所見なし

3-4
福岡労働局官用車（普通乗用車2台）の
交換契約

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

平成27年11月5日
スズキ株式会社直納グ
ループ福岡支店
福岡市中央区平尾2-2-15

一般競争入札
（総合評価） 3,078,461 2,536,540 82.40% 3者 所見なし 所見なし

3-5
平成27年度福岡障害者職業能力開発校
訓練用機器類一式の調達

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

平成27年11月6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 8,232,734 6,053,011 73.52% 5者 所見なし 所見なし

3-6
「学生就職バックアップガイダンス」ポス
ター外5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
山口　宏之
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成27年11月17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 1,408,682 930,015 66.02% 3者 所見なし 所見なし

3-7
福岡中央公共職業安定所赤坂駅前庁舎
訓練相談窓口の移設に伴う新規物品及
び設置作業等一式の調達

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

平成27年11月25日
株式会社フジモト福岡店
福岡市博多区博多駅南4-
3-18

一般競争入札 1,480,637 917,136 61.94% 4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１０月１日　～　平成２７年１２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１０月１日　～　平成２７年１２月３１日契約締結分

3-8
特定個人情報の適正な取扱いのための
改善措置に係る備品等の調達

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

平成27年11月26日
株式会社永池福岡支社
大野城市大池2-24-6

一般競争入札 1,424,572 841,158 59.05% 5者 所見なし 所見なし

3-9
人事・給与・相談員等システム用サー
バー等の調達

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

平成27年12月11日

コンピュータ・システム株式
会社
京都市上京区笹屋町千本
西入笹屋4-273-3

一般競争入札 3,065,772 2,955,204 96.39% 1者 所見なし 所見なし

3-10
「フロアガイド」リーフレット外13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
山口　宏之
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成27年12月17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 2,995,726 2,539,129 84.76% 5者 所見なし 所見なし

3-11 自動体外式除細動器（AED）の調達

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

平成27年12月25日

リコージャパン株式会社九
州営業本部ＭＡ事業部
福岡市中央区渡辺通2-1-
82

一般競争入札 3,055,095 2,909,952 95.25% 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」。



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
福岡労働局における印刷物（平成27年度
第3四半期分封筒）作製

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

平成27年10月27日

株式会社ビー・ピー・
シー
福岡市東区大字上和
白辺分野219-3

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。

1,433,073 640,926 44.72% - 所見なし 所見なし

4-2
「福祉の職場合同就職面談会」冊子
(1,000部)の印刷物作製

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

平成27年12月15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。

1,105,073 626,400 56.68% - 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１０月１日　～　平成２７年１２月３１日契約締結分
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平成２７年度第４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２８年２月１７日（水）  

 

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１０月１日～平成２７年１２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       ６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     １１件 

       随意契約による物品･役務等      ２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       ６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     １１件 

       随意契約による物品･役務等      ２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】 

   「福岡中央公共職業安定所赤坂駅前庁舎・福岡東公共職業安定所(27)電話設備改修工

事」 

（委員）電話機についてメーカー指定はあるのですか。 

（担当）メーカー指定はなく、開札の結果、沖ウィンテック製となりました。 

（委員）１者辞退となっていますが・・・。 

（担当）入札参加申込書は出されたものの、入札書の提出がないため電話にて確認し

たところ、辞退するとのことでした。 

（委員）その場合は、辞退ではなく、無効として処理すべきではないかと思います。 

 

【審議調書 整理番号第１－２号】 

「大牟田公共職業安定所空調機器更新工事」 

（委員）低価格調査とは何ですか。 

（担当）予定価格が１，０００万円を超える場合、予定価格の７割から９割の間で基

準価格を設定し、入札額がその額を下回った場合には、業者が仕様内容を適切に履

行できるか調査確認をすることになっています。 

（委員）本案件も１者辞退となっていますね。 

（担当）入札参加申込書は出されたものの、辞退届が提出されました。 

（委員）更新すると、電気代が安くなるのではないですか。 

（担当）はい。安くなると思います。 

（委員）電気代が安くなるとしても、老朽化しないと更新はできなかったのですか。 

（担当）以前から予算要求はしていたものの、予算がつかなかったため、今年度まで

更新できませんでした。 

 

【審議調書 整理番号第１－３号】 

   「大牟田公共職業安定所空調機器更新工事監理業務委託」 

（委員）整理番号第１－２号の関係案件ですか。 

（担当）はい。設計通りに履行されているか監理をしてもらっています。 

（委員）契約業者は工事業者とは違う業者ですか。 

（担当）はい。全く関係のない業者です。 

（委員）この案件は基準価格の定めはないのですか。 

（担当）基準価格を定めるのは予定価格が１，０００万円以上の場合であるため、本

件においては基準価格の設定はしていません。 

（委員）この工事は、設計もあったのですか。 

（担当）設計については、本年度当初に契約し委託しています。 
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【審議調書 整理番号第１－４号】 

   「福岡南公共職業安定所(27)空調機器等改修工事の設計等業務委託」 

（委員）落札率が約６７％ですが、整理番号第１－２号のような問題はないのですか。 

（担当）１，０００万円以上の案件ではなく、基準価格を用いないので、問題ありま

せん。 

（委員）監理と設計と両方の入札に参加している業者がありますが、それはいいので

すか。 

（担当）はい。実際のところ、大牟田公共職業安定所空調機器更新工事に関しては、

設計もｍ３建築事務所が落札しています。 

（委員）果たして設計と監理を分離して入札する必要性があるのでしょうか。私は、

設計したところが監理するのが合理的ではないかと思います。 

 

【審議調書 整理番号第１－５号】 

「福岡労働局内執務室等改修工事の設計等業務委託」 

（委員）入札金額をみると、業者間で随分開きがありますが、内容的に問題はないの

ですか。 

（担当）工事は間仕切りを撤去して、新たに設置する内容です。ただし、業者によっ

ては、空調換気の問題が出てくるので、建築の設計以外に空調の設計も必要だと考

えて金額を設定したのではないかと思われます。 

（委員）本案件はコンサル的なものも含んでいるのですか。 

（担当）はい。工事が３日間でできるかどうか分からなかったので、助言をしてもら

う仕様にしました。 

（委員）こちらの意図が入札者に伝わっていなかったのではないですか。 

（担当）それは否めません。 

（委員）業者の受け止め方ひとつで、落札できるかできないかが決まってしまうのは

問題があると思います。 

（担当）はい。そこで、業者に仕様書を渡すときには詳しく説明するようにしていま

すし、また質問も随時受付けるようにしています。 

 

【審議調書 整理番号第１－６号】 

「福岡中央労働基準監督署(27)全館空調設備改修工事設計等業務委託」 

（委員）監理業務委託と設計業務委託においては、複数の同じ業者がそれぞれの入札

に参加し、結果的に別々の業者が落札しています。住み分けがうまくできているイ

メージがあり、入札金額を見ると不自然さを感じるのですが、いかがですか。 

（担当）整理番号第１－３号に関しては、設計したところが落札しており、図面を引

いて分かっていることもあり、有利に働いたのではないかと思います。整理番号第
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１－４号に関しては、落札業者は前年度に同庁舎空調の増設設計をしていたため、

図面を持っているので、安く入れたのではないかと思います。整理番号第１－５号

に関しては、全館空調の外に、個別パッケージ方式の２種類の設計を求める仕様と

しているため、１案件としてとるのか、あるいは２案件としてとるのかで金額に開

きが出たのではないかと思います。 

 

（２） 随意契約による公共工事 

該当案件なし 

 

（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】 

   「年度後半における集中的な就職面接会開催事業にかかる業務委託」 

（委員）再入札を行い、３回目で予定価格内となり、落札となっています。すべて１

者参加で、３回やれば予定価格を公開しているのも同じではないでしょうか。競争

参加資格はＡ等級を外していますが、参加資格（５）カの要件からすると、大きな

業者でないと条件に合わないのではないかと思われます。参加資格を見直すなりし

て、再入札を行うべきではなかったのかと思います。 

（担当）この案件は１者参加でしたので、１回目の入札の後、業者に示した入札心得

に従い、時間を置いて引き続き再入札を行ったものです。この場合、会計法令の規

定により参加資格や仕様等を変えることはできませんし、１回目の参加者以外は参

加することはできません。仮に３回目で落ちなければ不落とし、仕様内容等を見直

し、再度公告を行うことにしていました。 

（委員）入札に入ってくる業者は他になかったのですか。 

（担当）入札説明会を行ったところ参加者が芳しくなく、数者に声掛けを行ったので

すが、結果的に１者しか参加がありませんでした。面談会の実施は２月ですが、  

１０月に契約して、求人の事業所開拓から始めなければならず、会場も押さえなけ

ればならないので、準備期間が短く難しい案件だったことや、最終的にはかかった

経費しか支払えないことが、参加者が少なかった理由ではないかと思います。 

 

   【審議調書 整理番号第３－２号】 

    「『あなたの認定日』認定日カレンダー外 16 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３－３号】 

   「『福岡市博多福祉・就労支援コーナー』の開設に伴う物品の調達及び設置作業等一式」 

委員からの質問・意見なく本件承認。 
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【審議調書 整理番号第３－４号】 

   「福岡労働局官用車（普通乗用車 2台）の交換契約」 

（委員）評価点とは何ですか。 

（担当）価格面と環境性能を点数化したものです。環境性能は燃費を基準として加算

します。 

（委員）仮に価格は最も安いが、評価点は低い場合は、どう評価するのですか。 

（担当）その場合は落札できません。評価点は価格も考慮したものであり、評価点が

最も高い者が落札者となります。 

（委員）他に総合落札方式による入札はあるのですか。 

（担当）当局では、提案書の提出を求める委託事業においても総合落札方式による入

札を行っています。 

 

【審議調書 整理番号第３－５号】 

「平成 27年度福岡障害者職業能力開発校訓練用機器類一式の調達」 

（委員）入札状況調書の中で、不参と無効と記載されていますが、違いは何ですか。 

（担当）不参とは、入札書の提出がなかったものです。電子調達システムにおいては、

札入れがなかった場合は、自動的にこの表示がされることになっています。無効と

は、入札書の提出があったものの、入札金額内訳書の計算誤りがあったので、当局

において無効としたものです。 

 

【審議調書 整理番号第３－６号】 

「『学生就職バックアップガイダンス』ポスター外 5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３－７号】 

「福岡中央公共職業安定所赤坂駅前庁舎訓練相談窓口の移設に伴う新規物品及び設置

作業等一式の調達」 

委員からの質問・意見なく本件承認。 

 

【審議調書 整理番号第３－８号】 

「特定個人情報の適正な取扱いのための改善措置に係る備品等の調達」 

（委員）鍵を作り直したものが多いですね。最初にあった鍵がないということですか。 

（担当）はい。キャビネットは古いもので、鍵が見当たりませんでした。 

（委員）仮に鍵が出てきた場合のことを考えると、せめて内筒交換という仕様にすべ

きだったのではないかと思います。 

 

【審議調書 整理番号第３－９号】 
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   「人事・給与・相談員等システム用サーバー等の調達」 

（委員）落札者はシステムを作り、保守を受託している業者ですか。 

（担当）はい、そうです。他に２者から入札に関して問合せはあったものの、参加に

は至りませんでした。 

 

【審議調書 整理番号第３－１０号】 

   「『フロアガイド』リーフレット外 13 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３－１１号】 

   「自動体外式除細動器（AED）の調達」 

（委員）ＡＥＤは初めての調達ですか。 

（担当）いいえ。県内のハローワークには既に設置済みで、今回は監督署に設置した

ものです。 

 

（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】 

「福岡労働局における印刷物（平成 27 年度第 3四半期分封筒）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４－２号】 

（委員）印刷物を作成する場合、入札と随契はどう区分けしているのですか。 

（担当）印刷物については、入札参加者が多いため、予定価格が少額であったとして

も基本的に入札により調達することとしています。ただし、障害者優先調達の観点

から、仕様の簡単な印刷物については授産施設の見積もり合わせによる随意契約を

行っているところです。 

（委員）この案件は３者しかできるところがないのですか。 

（担当）封筒は５者ですが、この案件は３者しか対応できる施設がありませんでした。 

 

（５）その他 

   なし。 


