
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

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

1

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 10 件

　　・審議件数 10 件

　　うち、契約金額が500万円以上の案件 1 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

0 件

②　随意契約によるもの

　　・審査対象件数 1 件

　　・審議件数 1 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。）

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12月8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

　所見なし。
　審議案件は適正であると認められた。

平成28年7月1日　～　平成28年9月30日契約締結分

松本　英徳　(公認会計士)

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及び審議結果の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



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 担当 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

法人番号
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
松尾
和

久留米労働基準監督署庁舎内改修
外工事
久留米市諏訪野町2401
H28.10.1～H29.3.1
建築一式工事

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8月24日

大橋建設工業株式
会社
久留米市津福本町
1608-3

6290001048500 一般競争入札 18,003,600円 15,660,000円 86.98%
4者
低入札

所見なし
承認
所見なし

1-2
松尾
和

久留米労働基準監督署庁舎内改修
外工事監理業務委託

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28年9月5日

株式会社　m３建築
事務所
福岡市西区下山門
1-12-3

7290001027817 一般競争入札 1,706,400円 1,134,000円 66.46% 3者 所見なし
承認
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28年7月1日　～　平成28年9月30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 担当 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

法人番号

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7月1日　～　平成28年9月30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 担当 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

法人番号
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 林
「大学等合同会社面接会」ポスター
外１２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7月13日
有限会社たかやま
熊本県水俣市桜井
町３－４－２５

2330002027816 一般競争入札 2,600,451円 2,054,385円 79.00% 5者 所見なし
承認
所見なし

3-2 前田
福岡労働局各官署における建築物
等点検業務委託

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8月24日

株式会社m3建築事
務所
福岡市西区下山門
１-１２-３

7290001027817 一般競争入札 3,770,041円 1,134,000円 30.08% 7者 所見なし
承認
所見なし

3-3
松尾
和

平成28年度後期　福岡労働局各官
署等における植栽管理業務委託(福
岡・筑後地区)

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8月22日

株式会社小山千緑
園
福岡市東区若宮5-
9-8

2290001003112 一般競争入札 3,236,067円 1,836,000円 56.74% 3者 所見なし
承認
所見なし

3-4
松尾
和

平成28年度後期　福岡労働局各官
署等における植栽管理業務委託(北
九州・筑豊地区)

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8月22日
株式会社香翆園
嘉穂郡桂川町大字
土師8-3

6290001046264 一般競争入札 3,616,242円 1,983,960円 54.86% 3者 所見なし
承認
所見なし

3-5 城戸
平成28年度福岡労働局廃棄書類再
生処理業務委託（単価契約）

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8月9日
株式会社紙資源
福岡市東区箱崎ふ
頭4-1-37

9290001002826 一般競争入札 2,117,448円 1,209,340円 57.11%
単価契
約
4者

所見なし
承認
所見なし

3-6 林
「雇用保険の失業等給付受給資格
者のしおり」冊子（平成28年10月～
12月）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
山口　宏之
福岡市博多区博多駅東
2-11-1

平成28年8月18日
有限会社たかやま
熊本県水俣市桜井
町３－４－２５

2330002027816 一般競争入札 4,102,142円 3,104,894円 75.69% 5者 所見なし
承認
所見なし

3-7 林
「福岡市中央区福祉・就労支援コー
ナー」の新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28年9月6日
株式会社福助屋
福岡市博多区博多
駅前4-8-10

3290001016237 一般競争入札 1,507,446円 1,337,904円 88.75% 4者 所見なし
承認
所見なし

3-8 林
「労災保険診療のてびき」冊子外４
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9月12日
敷島印刷株式会社
熊本県宇城市松橋
町豊崎1959番地

5330001002222 一般競争入札 1,018,523円 717,768円 70.47% 7者 所見なし
承認
所見なし

3-9 城戸
久留米労働基準監督署レイアウト変
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9月2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

9290801003255 一般競争入札 7,425,721円 6,232,550円 83.93% 2者 所見なし
承認
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7月1日　～　平成28年9月30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 担当 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

法人番号
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7月1日　～　平成28年9月30日契約締結分

3-10 城戸
福岡労働局ストレスチェック制度業
務

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9月23日
株式会社インソース
東京都千代田区神
田錦町1-19-1

5010001080795 一般競争入札 2,802,276円 2,296,922円 81.97% 1者 所見なし
承認
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 担当 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

法人番号

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 城戸
加除式追録図書「国有財産関係法
令通達集」第265号～第265号計1号
各1部外8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8月23日

新日本法規出版株
式会社
福岡市中央区大手
門3-3-13

5180001036822

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。

1,000,045円 1,000,045円 100.00% 所見なし
承認
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7月1日　～　平成28年9月30日契約締結分



1 

平成 28 年度第 3回福岡労働局公共調達監視委員会の審議概要 

 

１. 開催日時  平成 28年 12 月 8 日(木)14 時 00 分～16 時 00 分 

 

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  小森 政隆  税 理 士 

 

４. 審議対象期間 

   平成 28年 7 月 1日～平成 28 年 9月 30 日までの間に契約締結したもの。 

    

５. 審議対象案件                13 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     10 件 

       随意契約による物品･役務等      1 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                  13 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      10 件 

       随意契約による物品･役務等       1 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・質問等を受け審議を行った。 

審議の結果、全案件について適正と判断され、審議は終了した。 

委員からの意見及び質問等については、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】 

「久留米労働基準監督署庁舎内改修外工事」 

（委員）低入札価格調査となっていますが、「契約の内容に適合した履行が可能」か

どうかをどのように判断されているのですか。 

（担当）応札業者から入札金額の内訳やその項目等を出させ、当局で精査したうえ、

設計業者にも精査させ、問題なしと判断しています。また、きちんとした下請け業

者を手配できるのかどうかや現場までの地理的要件なども検討しています。コスト

削減について応札業者に徴取したところ、下請けに対して、他の案件とあわせて一

括発注等行っているので安くできたと言っていました。 

（委員）予定価格と契約金額をみるときちんと競争の原理が働いていると感じました。

その要因の一つに参加資格のランクの設定において中小企業が入りやすくなるよう

に「C」と「D」等級で設定したのがよかったのだと思います。 

 

【審議調書 整理番号第 1-2 号】 

「久留米労働基準監督署庁舎内改修外工事監理業務委託」 

（委員）案件によっては、設計変更による変更契約が続き、最後には予算金額ぎりぎ

りにまでなっていたという話をよく聞きますので、徐々に金額が高くなっていかな

いよう気をつけておいてください。 

 

（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】 

「『大学等合同会社面接会』ポスター外１２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】 

    「福岡労働局各官署における建築物等点検業務委託」 

（委員）予定価格と契約金額にかなりの乖離がありますが、どうしてでしょうか。 

（担当）国土交通省積算資料(書籍)に基づき予定価格の積算は行いました。仕様書の

作成においては、九州地方整備局に助言をいただいたほか、他の労働局の仕様書も

参考としました。落札者決定後、落札業者に尋ねたところ、地区ごとに他の案件と

あわせてやれるのでコストが抑えられたとのことでした。 

（委員）この契約は毎年やる内容だと思われるのですが。 

（担当）今年 6月に「官公庁施設の建設等に関する法律」が改正され、点検実施者の
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要件が変更されたため、今までは実務 2年以上の職員が業務の一環としてやってい

ましたが、今年から外部委託としました。 

 

【審議調書 整理番号第 3-3 号】 

    「平成 28 年度後期 福岡労働局各官署等における植栽管理業務委託(福岡・筑後地

区)」 

【審議調書 整理番号第 3-4 号】 

    「平成 28 年度後期 福岡労働局各官署等における植栽管理業務委託(北九州・筑豊地

区)」 

上記 2件については同種案件のため一括審議とした。 

（委員）予定価格と契約金額に乖離がありますが、どうしてでしょうか。 

（担当）予定価格は国土交通省積算資料(書籍)に基づき積算しています。平均落札率

の使用も考えていますが、一昨年、不落となったことがありなかなか読めません。 

 

【審議調書 整理番号第 3-5 号】 

    「平成 28 年度福岡労働局廃棄書類再生処理業務委託（単価契約）」 

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】 

    「『雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり』冊子（平成 28 年 10 月～12 月）外 7

種の印刷物作製」 

（委員）毎年作っている印刷物でしょうか。 

（担当）そうです。 

（委員）去年も同じ業者が落札しているのでしょうか。 

（担当）はっきりとは覚えていませんが、今回の落札業者は印刷物の入札ではよく落

札しています。 

（委員）やはり一度落札した業者が原版を持っているので強いのでしょうか。 

（担当）落札者には電子データを渡しているので、版を持っているからといって必ず

しも有利とはならないようです。 

 

【審議調書 整理番号第 3-7 号】 

    「『福岡市中央区福祉・就労支援コーナー』の新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。 

 

【審議調書 整理番号第 3-8 号】 

    「『労災保険診療のてびき』冊子外４種の印刷物作製」 
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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】 

    「久留米労働基準監督署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 3-10 号】 

    「福岡労働局ストレスチェック制度業務」 

（委員）今年から人事院規則等が設けられて始まった制度ですね。 

（担当）そうです。初めての案件だったので、7者程度に声掛けをし、また、説明会

にも 1 者の参加がありましたが、説明会には来ていない業者しか参加がありません

でした。 

（委員）上場企業であればストレスチェック制度の対象となっているので、九州内に

も多数の業者がいるはずです。九州内の業者がなぜ手を挙げなかったのか残念です。

次年度以降は複数の業者に参加していただけるよう工夫が必要だと思います。 

 

（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 265 号～第 265 号計 1号各 1部外 8

件の購入」 

（委員）毎回、これくらいの金額ですか。 

（担当）差し替える枚数等、ボリュームによって異なってきます。法令等の改正が多

ければ金額も高くなります。 

（委員）審議とは関係ないのですが、以前の委員会でも申し上げたとおり、この契約

は必要ないのではと思います。厚生労働省が所管する法令等はその解釈も含めデー

タベース化しているはずなので、わざわざ紙で保管しておく必要があるのでしょう

か。使う機会もあまりないのではと感じます。労働関係の業務は多岐にわたってい

るにもかかわらず、その予算はかなり逼迫していると聞いています。そのような中

でこの案件は無駄と言わざるを得ないと思います。 

（担当）今後、第 4四半期に次年度の要望調査を各部署に行うので、その際、購読を

中止していただく方向での調査を行いたいと思っています。 

 

（５） その他 

なし。 


