
公共調達辛査会活動状況報告書

（部局名）　　　　　広島労働局

1　開催日 平成25年10月29日（火）

2　委員の氏名及び役職等　委員長　　　　林　　康　八　　職業安定部長

委　鼻　　　　　井　上　貴　志　労働基準部長

委　鼻　　　　　橋　本　和　隆　雇用均等室長

3　審査対象期間 平成25年7月1日～平成25年9月30日

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

・審議件数

1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

・審議件数

（2）物品・役務等

①　競争入札によるもの

・審査対象件数

t審議件数

5件

うち、契約金額が500万円以上の案件　　　　0件

うち、参加者が1着しかいないもの　　　　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

うち、直近の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

0件

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（応募者）が一着しかいないもの

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

全件審査

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、事査を行った際の書類も併せて提出すること。）
不 適切 と判断 された 案件 な し。



審査会用別紙様式1

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（公共工事）

〔競争入札によるもの〕　　　審査対象期間　　　平成25年7月1日～平成25年9月30日

整

理
番
l：：コ‾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

名競争入札の別
（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）

1 本庄1号宿舎解体工事について

支出負担行担当官 広島
労働局総務部長 稲原
俊浩
広島労働局総務部（広島
市中区上八丁堀6－30）

平成25年9月13日株式会社 繁山興業
福山市千田町3－48－13

一般競争入札 4，725，000 2，866，500 60．7％ 所見なし

備考欄の説明

「低入札」日・低入札価格調査の対象となったもの。

「未措置」・・・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。

「1者」日・競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が1者しかいないもの。



審査会用別紙様式2

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（公共工事）

〔随意契約によるもの〕　　　審査対象期間　　　　平成25年7月1日～平成25年9月30日

整
理
番
l＝17ぎ

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
の人数
（人）

備　 考
公共調達審査会
審議結果状況（所
見）

所見なし

備考欄の説明

「低入札」日・低入札価格調査の対象となったもの。

「未措置」日・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。

「1者」‥・競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が1者しかいないもの。



審査会用別紙様式3

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務等）

〔競争入札によるもの〕　　　書査対象期間　　　平成25年7月1日～平成25年9月30日

整

理

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 く円）
落 札 率

（％ ）
備　 考

公共調達審査会

審議結果状況 （所

見）

2
アクションプランに基づく広島市との一体的
実施事業に係る什器類調達等について
【職業安定部】

支出負担行担当官 広島
労働局総務部長 稲原
俊活
広島労働局総務部（広島
市中区上八丁堀6－30）

平成25年7月1日
株式会社 日進堂
広島市西区横川新町12－
1 1

一般競争入札 2，180，325 1，8 11，250 83．1％ 所見なし

3
自動車の賃貸借た係る単価契約について
【広島労働局労働保険徴収課、職業対策
課、各安定所分】

支出負担行担当官 広島
労働局総務部長 稲原
俊治
広島労働局総務部（広島
市中区上八丁堀6－30）

平成25年7月1日

ニッポンレンタカー中国株式
会社
広島市中区東千田町2丁目

10－6

一般競争入札 4．033，24 1 3，454 ，794 85．7％ 所見なし

4 雇用保険関係各種印刷物の作成について

支出負担行担当官代理
広島労働局総務部総務課
長 揮井 尚
広島労働局総務部（広島
市中区上八丁堀6－30）

平成25年7月5日
株式会社 呉精版印刷
呉市築地町5－4

一般競争入札 1，46 1．34 1 1，24 5，43 1 85．2％ 所見なし

5
各課・圭、労働基準監督署及び公共職業
安定所で使用する物品（事務用晶等）の鯛
連について

支出負担行担当官 広島
労働局総務部長 稲原
俊浩
広島労働局総務部（広島・
市中区上八丁堀6－30）

平成25年7月29日
株式会社 日進堂 －
広島市酉区横川新町12－
1 1

一般競争入札 2，5 80，60 0 2 ，060，662 79．9％ 所見なし

6
パーソナルコンピューター等の訓練機器調
達について【広島陣専有職業能力開発校】

支出負担行担当官 広島
労働局稔務部長 稲原
俊治
広島労働局総務部（広島
市中区上八丁堀6■－30）

平成25年8月30日
株式会社新星工業社
広島市南区手品海岸三丁
目8－60

一般競争入札 1，2 93，60 0 1，112，475 86．0％ 所見なし

備考欄の説明

「低入札」・日低入札価格調査の対象となったもの。
「未措置JH・．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。

「1者」…競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が1者しかいないもの。



審査会用別紙様式4

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務等）

〔随意契約によるもの〕　　　審査対象期間　　　平成25年7月1日～平成25年9月30日

整
理

物品 ・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並

契約を締結した日
契約の相手方の南
口

随意契約によることと
した会計法令の根拠

予定価格（円）契約金額（円）

落札 再就職．
の役員 備　 考

公共調達審査会

番 びにその所属する部局 ち又は名称及び住 　 ／
条文及び理由（企画

率 の人数 審議結果状況

号 の名称及び所在地． 所 競争又は公募） （％） （人）
（所見）

7 平成25年度障害者合同面接会開催にかか
る会場設営等について

支出負担行担当官 広島
労働局総務部長 相原
俊治
広島労働局総務部（広島
市中区上八丁堀6－30）

平成25年9月12日
株式会社 ヒロカシ
広島市西区楠木町4 －
1－5

予算決算及び会計令
第99条の2 （入札不
落による随意契約）

1，086．068 1，081，500 99．6％ 0 所見なし

備考欄の説明

「低入札」日■低入札価格調査の対象となったもの。

「未措置」tH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。

「1者」・日競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が1著しかいないもの。


