
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 0 件

　　・審議件数 0 件

0

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 2 件

　　うち、参加者が一者しかいないもの 3 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

2 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28年1月1日　～　平成28年3月31日契約締結分

松本　英徳　　公認会計士

大坪　一彦　　税　理　士

小森　政隆　　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6月30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）

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28年1月1日　～　平成28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28年1月1日　～　平成28年3月31日契約締結分



別紙様式３ 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
デジタルモノクロ複合機10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
山口　宏之
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成28年1月19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 4,390,702円 1,820,327円 41.46%
5者

保守は単
価契約

所見なし 所見なし

3-2 債権管理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28年1月20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 1,884,300円 1,606,608円 85.26% 1者 所見なし 所見なし

3-3
「特定求職者雇用開発助成金関係書類
送付用」窓付封筒外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28年1月25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 4,430,802円 3,157,032円 71.25% 2者 所見なし 所見なし

3-4 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
山口　宏之
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成28年1月25日

株式会社サムライコネ
クション
東京都中野区中央1-
38-1

一般競争入札 4,669,819円 1,851,148円 39.64% 2者 所見なし 所見なし

3-5
福岡労働局官用車（軽自動車5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28年1月25日

日産自動車販売株式
会社福岡支社
福岡市博多区東比恵
2-14-33

一般競争入札
（総合評価） 6,759,438円 4,872,150円 72.08% 3者 所見なし 所見なし

3-6 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
山口　宏之
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成28年1月27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 1,032,318円 901,962円 87.37% 2者 所見なし 所見なし

3-7
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
山口　宏之
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成28年1月27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 3,024,174円 2,035,789円 67.32% 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28年1月1日　～　平成28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28年1月1日　～　平成28年3月31日契約締結分

3-8 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
山口　宏之
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成28年1月27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 4,922,058円 4,315,248円 87.67% 4者 所見なし 所見なし

3-9
福岡中央公共職業安定所外２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
山口　宏之
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成28年2月10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 9,935,262円 9,010,224円 90.69% 1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
山口　宏之
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成28年2月16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 3,772,163円 3,060,504円 81.13% 5者 所見なし 所見なし

3-11 カラーレーザープリンターの調達

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

平成28年2月23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 7,569,275円 176,148円 2.33% 4者 所見なし 所見なし

3-12 高速カラー印刷機１台の調達

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28年2月24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 5,743,477円 5,678,942円 98.88% 1者 所見なし 所見なし

3-13
福岡労働局レイアウト変更に伴う新規物
品及び移設作業等一式の調達

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28年2月25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 6,741,566円 4,507,704円 66.86% 2者 所見なし 所見なし

3-14 ＦＡＸ専用機３台の調達

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28年3月4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 2,121,832円 863,784円 40.71% 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 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
加除式追録図書「国有財産関係法令通
達集」第264号～第264号　計1号　各1部
外19件の購入

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28年1月26日

新日本法規出版株式
会社
福岡市中央区大手門
3-3-13

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
契約の性質等が競争を
許さないため。

1,177,765円 1,177,765円 100.00% - 所見なし 所見なし

4-2
福岡労働局における印刷物（マチ付封
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28年3月1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。

1,474,794円 1,409,292円 95.56% - 新規 所見なし 所見なし

4-3
労働局組織見直しに係る労働局ＬＡＮ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28年3月9日

ネットワンシステムズ
株式会社
東京都千代田区丸の
内2-7-2

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
契約の性質等が競争を
許さないため。

1,929,960円 1,929,960円 100.00% - 新規 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28年1月1日　～　平成28年3月31日契約締結分



 1

平成 28 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 28年 6 月 30 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    松本 英徳  公認会計士 

   委 員  大坪 一彦  税 理 士 

   委 員  小森 政隆  税 理 士 

 

４. 審議対象期間 

   平成 28年 1 月 1日～平成 28 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                17 件 

   (内訳) 競争入札による公共工事       0 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                  17 件 

   (内訳) 競争入札による公共工事       0 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「公共調達監視委員会審議対象一覧」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 

該当案件なし。 

 

（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】 

    「デジタルモノクロ複合機 10 台の調達及び保守業務委託」 

（委員）予定価格と契約金額に開きがありますが、予定価格の積算はどのように行わ

れているのですか。 

（担当）仕様内容に適合した機種を 4機種ほど選定し、市場価格調査を行い積算した

金額に、過去の同種入札の掛け率の平均を勘案し、算定しています。 

 

    【審議調書 整理番号第 3-2 号】 

     「債権管理システム用サーバー等の調達」 

（委員）仕様書の中に「事前に、コンピュータ・システム株式会社に動作確認をして

もらうように」との記述がありますが、このような記述があると他の業者が二の足

を踏むのではないでしょうか。制限的応募条件となっており、そのため一者応札と

なっているのではないでしょうか。動作確認の方法や業者の固有名詞が出ないよう

な工夫をしていただくと一者応札とはなりにくいのでないかと感じています。 

 

【審議調書 整理番号第 3-3 号】 

    「『特定求職者雇用開発助成金関係書類送付用』窓付封筒外５種の印刷物作製」 

（委員）やはり版を持っている業者が強いのでしょうか。 

（担当）一度、落札した業者は版を持っているので、その分有利になっているのかも

しれません。 

（委員）この印刷は、どのくらいの間隔で行われているのですか。 

（担当）毎月、要望調査を行い、入札を行っています。 

（委員）過去も同一の業者が落札しているのでしょうか。 

（担当）ここ最近は同じ業者が落札していますが、別の業者が落札することもあり、

版を持っているからといって必ず落札できるとは限らないようです。 

 

【審議調書 整理番号第 3-4 号】 

    「防災用品一式の調達」 

（委員）こういった防災用品の調達は、すべての機関や企業で行っており、対応可能

な業者はかなりの数に上ると思いますが、本件については入札参加業者が 2 者と少
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ない印象を受けます。 

（担当）調達内容によっては、一般の事務機販売店等でも対応可能な場合があるので、

参加申し込みが少ない場合は、そういったところに入札案件の案内や声掛けを行っ

ています。本件については、第 4四半期という年度末近くの調達で、いろんな機関

が調達を行っており、また、本件の調達は商品を 1か月程度で納品するということ

で、商品の確保がなかなかできない状況ではなかったかと思われ、そのため入札参

加業者が少なかったのだと思われます。 

 

【審議調書 整理番号第 3-5 号】 

「福岡労働局官用車（軽自動車 5台）の交換契約」 

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】 

「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 3-7 号】 

「事務機器、ＯＡ機器及び電化製品一式の調達」 

委員からの質問・意見なく本件承認。 

 

【審議調書 整理番号第 3-8 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 3-9 号】 

    「福岡中央公共職業安定所外２官署における自動窓口受付システム一式の更新」 

（委員）問い合わせはあったとのことですが、結果的に 1者応札となっています。な

ぜでしょうか。 

（担当）この調達品目を製造しているメーカーが 2社もしくは独自で制作している数

社程度しかなく、そういった業者と取引ができる業者自体が少ないためだと思われ

ます。 

（委員）契約に至るまでの手続きについては問題ありませんが、なるべく一者応札と

ならないよう、仕様書等の工夫を行ったほうがいいと思われます。 

 

【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 3-11 号】 

    「カラーレーザープリンターの調達」 

（委員）予定価格と契約金額にかなりの開きがありますが、保守を含んだ契約内容と

なっているためですか。 

（担当）保守は行っていません。調達後のトナー等、消耗品を見込んでいるのかもし

れません。 

 

【審議調書 整理番号第 3-12 号】 

    「高速カラー印刷機１台の調達」 

（委員）プリンターの調達なのに 1者応札となっていることに違和感があります。た

だ、仕様内容に連続印刷速度が 150 枚/分というのがあり、これが対応業者を限定さ

せていたのかもしれません。120 枚/分程度の能力の機種であれば取扱業者はかなり

増えます。使用する現場の要望もあるのでしょうが、「120 枚/分」ではだめなのか

どうかの検討も必要だったのではと思います。また、参加業者が少なければ、他の

業者への声掛け等行い、適正な競争がなされるように工夫したほうがいいと思いま

す。 

 

【審議調書 整理番号第 3-13 号】 

    「福岡労働局レイアウト変更に伴う新規物品及び移設作業等一式の調達」 

委員からの質問・意見なく本件承認。 

 

【審議調書 整理番号第 3-14 号】 

    「ＦＡＸ専用機３台の調達」 

（委員）ＦＡＸ専用機となっていますが、複合機ではだめなのでしょうか。 

（担当）複合機だとコピーとしても使用するため、情報漏えい防止という意味でファ

ックス専用機を監督署・安定所が要望しています。 

 

（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】 

「加除式追録図書「国有財産関係法令通達集」第 264 号～第 264 号 計 1号 各 1部  

外 19 件の購入」 

（委員）運営要綱の趣旨とは違ってきますが、感想という意味で聞いてください。皆

さんが使用されているシステム端末から法令関係のデータは参照できると思います

が、それとは別に書籍として同様の内容のものが必要なのでしょうか。かなり無駄

だと思われます。 

（担当）現場の強い要望により調達を行っています。また、法令の解説等はシステム
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端末からでも参照できますが、Q&A やケーススタディ等については網羅されていな

いため、現在でも追録図書という形で調達を行っています。 

（委員）では、本省がシステムに Q&A やケーススタディ等を掲載すれば、労働局で追

録図書の調達は行う必要がないということであり、政府が提唱しているｅ-ガバメン

トの趣旨にも沿うものだと思います。 

 

【審議調書 整理番号第 4-2 号】 

    「福岡労働局における印刷物（マチ付封筒）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 4-3 号】 

「労働局組織見直しに係る労働局ＬＡＮ工事」 

（委員）これも感想ということですが、本省の指定業者のため、労働局レベルでは競

争ができないことはわかりますが、省全体では競争の余地があるのではないでしょ

うか。 

 

（５） その他 

なし。 


