
(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 2 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 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 50 件

　　・審議件数 24 件

　　うち、契約金額が500万円以上の案件 11 件

　　うち、参加者が一者しかいないもの 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 22 件

　　・審議件数 17 件

0 件

2 件

0 件

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

平成２１年５月１日～平成２１年１０月３１日契約締結分

松本　康一郎　北星学園大学教授

井上　保一　　公認会計士

藏田　隆始　　税理士

・契約金額５００万円以上のもの
・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
・新規案件で競争性のない随意契約
・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
・企画競争又は公募したが、参加者（応募者）が一者しかいないもの
・公共工事において低入札価格調査となったもの
・上記以外のものうちから、抽出委員が概ね１／３で抽出した１８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

公共調達監視委員会活動状況報告書

北海道労働局

　　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

　　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２２年２月２５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



〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 平成２１年５月１日～平成２１年１０月３１日 部局名

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）

公共調達監視委員会
審議結果状況（所見）

北見公共職業安定所０９（建築）工事

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年8月18日
株式会社　山本工務店
北見市桜町２丁目６３
番地

一般競争入札 3,378,596 2,373,000 70.24% 適正 適正

岩見沢公共職業安定所０９改修（緊急雇
用対策）工事

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年8月20日

水島建設工業　株式会
社
砂川市西１条北２１丁
目１番１号

一般競争入札 2,622,409 1,837,500 70.07%

苫小牧港湾合同庁舎０９改修（使用調
整）工事設計業務

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年9月1日
株式会社　建築工房
札幌市中央区大通西１
５丁目２番地８

一般競争入札 4,842,860 1,260,000 26.02%

岩見沢地方合同庁舎０９改修（使用調
整）工事設計業務

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年9月1日

株式会社　北日本技術
コンサル
札幌市豊平区中の島２
条３丁目１番３号

一般競争入札 3,614,153 1,186,500 32.83% 適正 適正

札幌公共職業安定所０９改修（緊急雇用
対策）工事

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年9月2日

株式会社　川田建設工
業
室蘭市日の出町２丁目
２番６号

一般競争入札 4,081,309 2,887,500 70.75%

帯広公共職業安定所音更宿舎解体工事

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年10月21日
株式会社　アベ
帯広市大通南３丁目１
７番地１

一般競争入札 4,053,656 1,659,000 40.93%

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）

北　海　道　労　働　局



〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名

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）

公共調達監視委員会
審議結果状況（所見）

該当事案なし

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）

北　海　道　労　働　局平成２１年５月１日～平成２１年１０月３１日



〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

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）

業務用冊子等印刷製造契約（平成
２１年度－Ｎｏ．５）

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
野田　律
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年5月11日

ひまわり印刷　株式会
社
苫小牧市永福町２丁目
１－２

一般競争入札 496,188 適正 適正

リソー製品に係るトナーカートリッジ
等の購入契約（単価契約）【再度公
告入札】

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
野田　律
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年5月11日

大丸サービス　株式会
社
札幌市白石区菊水３条
１丁目８－２０

一般競争入札 4,900,980
単価契

約

その他製品に係るトナーカートリッ
ジ等の購入契約（単価契約）【再度
公告入札】

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
野田　律
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年5月11日
株式会社　文進堂
札幌市白石区中央２条
５丁目１５－１

一般競争入札 3,576,321
単価契

約

北海道労働局管内官用自動車交換
及び購入契約（普通乗用車：４台）

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
野田　律
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年5月19日

北海道日産自動車　株
式会社
札幌市北区北６条西５
丁目３番地

一般競争入札 4,084,160 適正 適正

エプソン製品用トナーカートリッジ購
入契約（単価契約）

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
野田　律
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年5月25日
株式会社　文進堂
札幌市白石区中央２条
５丁目１５－１

一般競争入札 22,027,320

500万円
以上

単価契
約

適正 適正

平成２１年度 一般定期健康診断等
業務委託契約（単価契約）

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
野田　律
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年6月2日
医療法人社団　慶友会
旭川市４条西４丁目１
番２号

一般競争入札 10,368,750

500万円
以上

単価契
約

適正 適正

札幌公共職業安定所（三井生命札
幌共同ビル）及び岩内公共職業安
定所に係る備品購入等契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
野田　律
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年6月4日

株式会社　イトーキ北
海道
札幌市白石区本通４丁
目北１番１号

一般競争入札 4,042,500

業務用冊子等印刷製造契約（平成
２１年度－Ｎｏ．７）

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
野田　律
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年6月17日

富士プリント　株式会
社
札幌市中央区南１６条
西９丁目

一般競争入札 7,206,769
500万円

以上
適正 適正

業務用冊子等印刷製造契約（平成
２１年度－Ｎｏ．８）

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
野田　律
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年6月22日
留萌印刷　株式会社
留萌市錦町１丁目４－
２２

一般競争入札 2,913,366

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）

平成２１年５月１日～平成２１年１０月３１日 北　海　道　労　働　局



〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

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）

平成２１年５月１日～平成２１年１０月３１日 北　海　道　労　働　局

各公共職業安定所備品購入及びレ
イアウト変更作業等委託契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
野田　律
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年6月29日
株式会社　文進堂
札幌市白石区中央２条
５丁目１５番１号

一般競争入札 11,970,000
500万円

以上
適正 適正

機密文書回収及び廃棄処分委託契
約（単価契約）【再度公告入札】

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年7月8日

株式会社　丸升増田本
店
札幌市東区北１１条東
１７丁目１－１２

一般競争入札 3,149,685
単価契

約
適正 適正

各労働基準監督署用レンタカー借
用契約（単価契約）

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年7月9日

ニッポンレンタカー北海
道　株式会社
札幌市白石区東札幌１
条１丁目１－８

一般競争入札 2,319,450
単価契

約

業務用消耗品等購入契約Ｎｏ－１
【再度公告入札】

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年7月16日

デュプロ万博　株式会
社
札幌市中央区南１８条
西１５丁目２－１４

一般競争入札 1,106,442

平成２１年度釧路公共職業安定所
駐車場警備業務委託契約③

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年7月23日
株式会社　美警
釧路市新富士町６丁目
２番１０号

一般競争入札 1,984,500 適正 適正

平成２１年度小樽公共職業安定所
駐車場警備業務委託契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年7月27日

株式会社　ノア・ビル
サービス
帯広市西１１条南１８丁
目１番地

一般競争入札 1,609,650

業務用冊子等印刷製造契約（平成
２１年度－Ｎｏ．９）

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年7月21日
株式会社　日光印刷
室蘭市寿町２丁目３－
１

一般競争入札 1,782,900

モノクロ複合機購入及び保守契約
（札幌東公共職業安定所）

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年7月21日

大丸サービス　株式会
社
札幌市白石区菊水３条
１丁目８番２０号

一般競争入札 1,543,038 適正 適正

平成２１年度　業務用リサイクルＰＰ
Ｃ用紙購入契約（単価契約）

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年7月24日
株式会社　文進堂
札幌市白石区中央２条
５丁目１５－１

一般競争入札 32,920,335

500万円
以上

単価契
約

適正 適正



〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

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）

平成２１年５月１日～平成２１年１０月３１日 北　海　道　労　働　局

各公共職業安定所備品購入及びレ
イアウト変更作業等委託契約②

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年7月27日

株式会社　イトーキ北
海道
札幌市白石区本通４丁
目北１番１号

一般競争入札 7,035,000
500万円

以上
適正 適正

業務用ノートパソコン等購入契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年8月3日

大丸サービス　株式会
社
札幌市白石区菊水３条
１丁目８番２０号

一般競争入札 4,398,975

窓口順番案内システム機器購入契
約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年8月7日

大丸サービス　株式会
社
札幌市白石区菊水３条
１丁目８番２０号

一般競争入札 3,328,500

各公共職業安定所備品購入及びレ
イアウト変更作業等委託契約③

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年8月17日
株式会社　文進堂
札幌市白石区中央２条
５丁目１５番１号

一般競争入札 12,306,000
500万円

以上
適正 適正

業務用冊子等印刷製造契約（平成
２１年度－Ｎｏ．１０）

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年8月20日

有限会社　遠藤青写真
工業所
札幌市中央区北１条東
２丁目５番地８

一般競争入札 771,555 適正 適正

平成２１年度下半期（平成２１年１０
月～平成２２年３月）就職支援セミ
ナーに係る業務委託契約（札幌圏）

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年9月1日

キャリアバンク　株式会
社
札幌市中央区北５条西
５丁目７番地

一般競争入札 2,625,000

平成２１年度下半期（平成２１年１０
月～平成２２年３月）就職支援セミ
ナーに係る業務委託契約（道南圏）

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年9月1日

株式会社　ヴェディ
オール・キャリア
東京都港区港南２－１
５－１品川インターシ
ティA棟

一般競争入札 1,365,000

平成２１年度下半期（平成２１年１０
月～平成２２年３月）就職支援セミ
ナーに係る業務委託契約（道北圏）

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年9月1日

株式会社　ヴェディ
オール・キャリア
東京都港区港南２－１
５－１品川インターシ
ティA棟

一般競争入札 3,990,000 適正 適正

小樽公共職業安定所及び余市分室
電話交換装置等購入契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年9月1日

株式会社　つうけんテ
クノネット
札幌市中央区南１１条
西８丁目４番８号

一般競争入札 1,764,000



〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

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）

平成２１年５月１日～平成２１年１０月３１日 北　海　道　労　働　局

NEC　OCRスキャナー用消耗品購
入契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年9月7日
株式会社　文進堂
札幌市白石区中央２条
５丁目１５－１

一般競争入札 1,465,852

平成２１年度介護・看護人材合同面
接会広報業務委託契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年9月7日
表示灯　株式会社
名古屋市中区栄２丁目
９番８号

一般競争入札 1,186,500 適正 適正

平成２１年度下半期業務用封筒印
刷製造契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年9月7日
有限会社　道活印刷
函館市宝来町２５番１１
号

一般競争入札 2,667,000

業務用ノートパソコン等購入契約②

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年9月11日
株式会社　文進堂
札幌市白石区中央２条
５丁目１５－１

一般競争入札 4,020,975

各公共職業安定所備品購入及びレ
イアウト変更作業等委託契約④

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年9月11日

株式会社　イトーキ北
海道
札幌市白石区本通４丁
目北１番１号

一般競争入札 12,600,000
500万円

以上
適正 適正

各労働基準監督署用レンタカー借
用契約②

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年9月24日

株式会社　トヨタレンタ
リース札幌
札幌市中央区北５条東
２丁目１

一般競争入札 2,018,205 適正 適正

官用自動車用スタッドレスタイヤ及
び冬用ワイパー購入契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年10月5日

デュプロ万博　株式会
社
札幌市中央区南１８条
西１５丁目２番１４号

一般競争入札 1,806,000

平成２１年度「労災かくし」排除対
策、労災請求適正化推進及び北海
道最低賃金改正の周知広報に係る
業務委託契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年10月5日

株式会社　北海道ジェ
イ・アール・エージェン
シー
札幌市東区北６条東４
丁目１－４

一般競争入札 1,114,050

各公共職業安定所備品購入及びレ
イアウト変更作業等委託契約⑤

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年10月5日
株式会社　文進堂
札幌市白石区中央２条
５丁目１５番１号

一般競争入札 12,337,500
500万円

以上
適正 適正



〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

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）

平成２１年５月１日～平成２１年１０月３１日 北　海　道　労　働　局

北海道労働局における備品購入及
びレイアウト変更作業等委託契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年10月5日
株式会社　文進堂
札幌市白石区中央２条
５丁目１５番１号

一般競争入札 5,565,000
500万円

以上
適正 適正

倶知安地区庁舎除排雪業務委託契
約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年10月20日
株式会社　羊蹄工業
虻田郡倶知安町字八
幡４２５－１５

一般競争入札 2,625,000 適正 適正

名寄労働基準監督署における庁舎
等除排雪業務委託契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年10月22日

有限会社　山真真鍋建
設
名寄市西３条南１２丁
目

一般競争入札 808,500

旭川公共職業安定所における庁舎
等除排雪業務委託契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年10月23日

ポリマー工業　株式会
社
旭川市３条１６丁目左８
号

一般競争入札 945,000

滝川労働基準監督署及び滝川公共
職業安定所における庁舎等除排雪
業務委託契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年10月23日
極東建設　株式会社
滝川市明神町２丁目１
番１５号

一般競争入札 3,097,500 適正 適正

岩見沢地方合同庁舎敷地内除排雪
業務委託契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年10月26日
及川産業　株式会社
岩見沢市２条東１８丁
目１番地

一般競争入札 1,446,900

平成２１年度岩見沢地方合同庁舎
冷暖房用燃料購入契約（単価契約）

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年10月26日
株式会社　いわせき
岩見沢市５条東１丁目
７番地

一般競争入札 1,535,625
単価契

約

平成２１年度留萌地方合同庁舎暖
房用燃料購入契約（単価契約）

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年10月27日

澤井石油商事　株式会
社
留萌市開運町１丁目５
番３６号

一般競争入札 1,152,900
単価契

約
適正 適正

留萌地方合同庁舎構内除排雪業務
委託契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年10月27日
貝森工業　株式会社
留萌市住之江町１丁目
３番地

一般競争入札 1,175,790



〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

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）

平成２１年５月１日～平成２１年１０月３１日 北　海　道　労　働　局

苫小牧港湾合同庁舎来客者用駐車
場除排雪業務委託契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年10月29日
株式会社　大滝組
苫小牧市汐見町２丁目
１２番１２号

一般競争入札 1,059,660

苫小牧港湾合同庁舎暖房用燃料購
入契約（単価契約）

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年10月29日
栗林石油　株式会社
室蘭市入江町１番地１
９

一般競争入札 1,228,500
単価契

約
適正 適正

江差地方合同庁舎暖房用燃料購入
契約（単価契約）

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年10月29日
株式会社　江差日石
桧山郡江差町姥神町１
８番地

一般競争入札 1,341,900
単価契

約

各公共職業安定所複合機購入及び
保守契約（旭川・苫小牧・岩見沢所）

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年10月29日

大丸サービス　株式会
社
札幌市白石区菊水３条
１丁目８番２０号

一般競争入札 5,919,140
500万円

以上
適正 適正

苫小牧公共職業安定所電話交換装
置等購入契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年10月30日

システムサービス　株
式会社
札幌市白石区菊水９条
３丁目２番３１号

一般競争入札 1,260,000



〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名

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）

旭川市求職者総合支援センター
求人自己検索システム機器等
購入契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
野田　律
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年5月25日

シャープシステムプロ
ダクト株式会社　北海
道支店
札幌市西区二十四軒1
条7丁目3番17号

先に導入済みである旭
川公共職業安定所の
求人自己検索機とデー
タベースを共有化する
ため、データの互換
性、安定的稼動の確保
するため、他との競争
を許すものではなく、会
計法第２９条の３第４項
及び予算決裁及び会
計令第１０２条の４第３
項に該当する。

11,323,095 11,127,900 98.28% 500万円以
上 適正 適正

旭川市求職者総合支援センター
求人自己検索システム保守契
約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
野田　律
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年5月25日

シャープシステムプロ
ダクト株式会社　北海
道支店
札幌市西区二十四軒1
条7丁目3番17号

機器、ソフト及びネット
ワーク等で構成される
コンピューターシステム
に対する保守であり、
システムの連動性、互
換性を確保するため、
他との競争を許すもの
ではなく、会計法第２９
条の３第４項及び予算
決裁及び会計令第１０
２条の４第３項に該当
する。

1,349,617 1,145,130 84.85% 適正 適正

岩内公共職業安定所・倶知安分
室における求人自己検索システ
ム機器等購入契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
野田　律
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年5月25日

株式会社富士通エフサ
ス　北海道支店
札幌市中央区北３条西
３丁目１番４７号

先に導入済みである小
樽公共職業安定所及
び札幌圏安定所の求
人自己検索機とデータ
ベースを共有化し、
データの互換性、安定
稼働の確保するため、
他との競争を許すもの
ではなく、会計法第２９
条の３第４項及び予算
決算及び会計令第１０
２条の４第３項に該当
する。

8,166,175 7,488,600 91.70% 500万円以
上 適正 適正

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）

北　海　道　労　働　局平成２１年５月１日～平成２１年１０月３１日



〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名

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）

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）

北　海　道　労　働　局平成２１年５月１日～平成２１年１０月３１日

平成２１年度労働時間等設定改
善援助事業委託契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
野田　律
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年6月11日

北海道中小企業団体
中央会
札幌市中央区北1条西
7丁目

競争公告の条件を満た
す事業者から提出され
た事業実施計画書を基
に、企画競争により選
定委員会において委託
団体を選定したもの
で、会計法第29条の3
第4項及び予決令第
102条の４第3号に該
当。

2,100,000 2,066,080 98.38% 企画競
争

平成２１年度労働時間等設定改
善援助事業委託契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
野田　律
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年6月11日

社団法人北海道労働
基準協会連合会
札幌市北区北7条西2
丁目6番地　37山京ビ
ル2Ｆ

競争公告の条件を満た
す事業者から提出され
た事業実施計画書を基
に、企画競争により選
定委員会において委託
団体を選定したもの
で、会計法第29条の3
第4項及び予決令第
102条の４第3号に該
当。

13,650,000 12,296,390 90.08% 1

企画競
争
500万円以
上

適正 適正

平成２１年度一般事業主行動計
画策定等支援事業委託契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
野田　律
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年6月26日

社団法人北海道労働
基準協会連合会
札幌市北区北7条西2
丁目6番地　37山京ビ
ル2Ｆ

競争公告の条件を満た
す事業者から提出され
た事業実施計画書を基
に、企画競争により選
定委員会において委託
団体を選定したもの
で、会計法第29条の3
第4項及び予決令第
102条の４第3号に該
当。

5,094,528 5,087,178 99.86% 1

企画競
争
500万円以

上

１者
新規

適正 適正

地域雇用創造推進事業委託契
約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年7月1日

東川町観光地活性化・
雇用創造協議会
上川郡東川町東町１丁
目１－１５

自発雇用創造地域内
の市町村・経済団体か
ら構成される協議会が
提案する事業の中か
ら、厚生労働省の選
別・評価委員会が選抜
指定した団体を委託先
とするため。

60,786,000 60,786,000 100.00% 500万円以
上 適正 適正



〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名

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）

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）

北　海　道　労　働　局平成２１年５月１日～平成２１年１０月３１日

地域雇用創造推進事業委託契
約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年7月1日

はこだて雇用創造推進
協議会
函館市東雲町４番１３
号

自発雇用創造地域内
の市町村・経済団体か
ら構成される協議会が
提案する事業の中か
ら、厚生労働省の選
別・評価委員会が選抜
指定した団体を委託先
とするため。

239,079,000 239,079,000 100.00% 500万円以
上 適正 適正

地域雇用創造推進事業委託契
約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年7月1日

帯広地域雇用創出促
進協議会
帯広市西５条南７丁目
１番地

自発雇用創造地域内
の市町村・経済団体か
ら構成される協議会が
提案する事業の中か
ら、厚生労働省の選
別・評価委員会が選抜
指定した団体を委託先
とするため。

148,214,000 148,214,000 100.00% 500万円以
上 適正 適正

地域雇用創造実現事業委託契
約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年7月1日

東川町観光地活性化・
雇用創造協議会
上川郡東川町東町１丁
目１－１５

地域雇用創造推進事
業を実施している協議
会が提案する実現事業
の事業構想の中から、
厚生労働省の選別・評
価委員会が選抜指定し
た団体を委託先とする
ため。

78,765,000 78,765,000 100.00% 500万円以
上 適正 適正

地域雇用創造実現事業委託契
約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年7月1日

はこだて雇用創造推進
協議会
函館市東雲町４番１３
号

地域雇用創造推進事
業を実施している協議
会が提案する実現事業
の事業構想の中から、
厚生労働省の選別・評
価委員会が選抜指定し
た団体を委託先とする
ため。

75,718,000 75,718,000 100.00% 500万円以
上 適正 適正

地域雇用創造実現事業委託契
約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年7月1日

岩見沢市雇用対策協
議会
岩見沢市鳩が丘１丁目
１番１号

地域雇用創造推進事
業を実施している協議
会が提案する実現事業
の事業構想の中から、
厚生労働省の選別・評
価委員会が選抜指定し
た団体を委託先とする
ため。

57,644,000 57,644,000 100.00% 500万円以
上 適正 適正



〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名

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）

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）

北　海　道　労　働　局平成２１年５月１日～平成２１年１０月３１日

地域雇用創造実現事業委託契
約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年7月1日

足寄町地域資源活用
促進協議会
足寄郡足寄町北１条４
丁目４８番地１

地域雇用創造推進事
業を実施している協議
会が提案する実現事業
の事業構想の中から、
厚生労働省の選別・評
価委員会が選抜指定し
た団体を委託先とする
ため。

77,863,000 77,863,000 100.00% 500万円以
上 適正 適正

介護雇用管理改善推進委託事
業委託契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年7月30日

特定非営利活動法人
北海道ＮＰＯサポートセ
ンター
札幌市中央区南２条西
１０丁目１０００番地２

競争公告の条件を満た
す事業者から提出され
た事業実施計画書を基
に、企画競争により選
定委員会において委託
団体を選定したもの
で、会計法第29条の3
第4項及び予決令第
102条の４第3号に該
当。

5,000,000 4,982,016 99.64%
企画競
争
新規

適正 適正

介護雇用管理改善推進委託事
業委託契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年7月30日

社会福祉法人北海道
社会福祉協議会
札幌市中央区北２条西
７丁目

競争公告の条件を満た
す事業者から提出され
た事業実施計画書を基
に、企画競争により選
定委員会において委託
団体を選定したもの
で、会計法第29条の3
第4項及び予決令第
102条の４第3号に該
当。

5,000,000 4,836,000 96.72%
企画競
争
新規

適正 適正

札幌東公共職業安定所求人自
己検索システム機器等増設契
約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年8月3日

株式会社富士通エフサ
ス　北海道支店
札幌市中央区北３条西
３丁目１番４７号

札幌東公共職業安定
所において増設する求
人自己検索機について
は、システムの特殊性
を考慮し、機器の安全
性、安定的稼働の確保
を目的に、システムの
開発・設置業者と随意
契約を結ぶもの。会計
法第２９条の３第４項及
び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３項
に該当する。

4,073,380 3,346,927 82.17%



〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名

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）

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）

北　海　道　労　働　局平成２１年５月１日～平成２１年１０月３１日

札幌北公共職業安定所求人自
己検索システム機器等増設契
約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年8月3日

株式会社富士通エフサ
ス　北海道支店
札幌市中央区北３条西
３丁目１番４７号

札幌北公共職業安定
所において増設する求
人自己検索機について
は、システムの特殊性
を考慮し、機器の安全
性、安定的稼働の確保
を目的に、システムの
開発・設置業者と随意
契約を結ぶもの。会計
法第２９条の３第４項及
び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３項
に該当する。

3,215,420 2,623,740 81.60% 適正 適正

千歳公共職業安定所求人自己
検索システム機器等増移設契
約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年8月3日

株式会社富士通エフサ
ス　北海道支店
札幌市中央区北３条西
３丁目１番４７号

千歳公共職業安定所
において増移設する求
人自己検索機について
は、システムの特殊性
を考慮し、機器の安全
性、安定的稼働の確保
を目的に、システムの
開発・設置業者と随意
契約を結ぶもの。会計
法第２９条の３第４項及
び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３項
に該当する。

2,963,525 2,791,162 94.18%

函館公共職業安定所求人自己
検索システム機器等増設契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年8月3日

シャープシステムプロ
ダクト株式会社　北海
道支店
札幌市西区二十四軒1
条7丁目3番17号

函館公共職業安定所
において増設する求人
自己検索機について
は、システムの特殊性
を考慮し、機器の安全
性、安定的稼働の確保
を目的に、システムの
開発・設置業者と随意
契約を結ぶもの。会計
法第２９条の３第４項及
び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３項
に該当する。

1,223,953 1,124,760 91.90%



〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名

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）

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）

北　海　道　労　働　局平成２１年５月１日～平成２１年１０月３１日

苫小牧公共職業安定所求人自
己検索システム機器等増設契
約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年8月3日

シャープシステムプロ
ダクト株式会社　北海
道支店
札幌市西区二十四軒1
条7丁目3番17号

苫小牧公共職業安定
所において増設する求
人自己検索機について
は、システムの特殊性
を考慮し、機器の安全
性、安定的稼働の確保
を目的に、システムの
開発・設置業者と随意
契約を結ぶもの。会計
法第２９条の３第４項及
び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３項
に該当する。

1,150,243 1,061,760 92.31% 適正 適正

平成２１年度北海道Ｕ・Ｉターン
フェア開催に係る委託契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年8月14日

株式会社　毎日コミュ
ニケーションズ
東京都千代田区一ツ
橋1丁目1番1号

競争公告の条件を満た
す事業者から提出され
た事業実施計画書を基
に、企画競争により選
定委員会において委託
団体を選定したもの
で、会計法第29条の3
第4項及び予決令第
102条の４第3号に該
当。

4,100,000 4,100,000 100.00%
企画競
争

平成21年度　通年雇用促進支
援事業委託契約

支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長
武隈　義一
北海道札幌市北区北８
条西２丁目１－１

平成21年10月1日

江別市・当別町・新篠
津村季節労働者通年
雇用促進支援協議会
会長　佐々木　雄二
江別市高砂町６番地

競争公告の条件を満た
す協議会から提出され
た事業実施計画書を基
に、企画競争により選
定委員会において委託
団体を選定したもの
で、会計法第29条の3
第4項及び予決令第
102条の４第3号に該
当。

6,015,000 6,015,000 100.00%

企画競
争
500万円以

上

１者

適正 適正



第２回 公共調達監視委員会議事録（平成２２年２月２５日） 

 

１，開会（１３時３０分～） 

 

２，委員会委員・事務局員の紹介 

 

３，総務課長挨拶 

  挨拶及び公共調達監視委員会設置の経過説明 

 

４、委員長等の選出 

 ア 各委員の互選により松本北星学園大学教授を委員長に選出した。 

 イ 抽出委員に井上公認会計士を指名した。 

 

５，事案の説明 

 ア 樫木総務課補佐から事案の説明に先立ち、支払の原因となる契約について、契約の種類、

随意契約の範囲等を説明した。 

 イ 田中会計第３係長及び佐々木会計第４係長から「公共調達審査会審議対象一覧」について

の審査会での審議結果を説明した。 

 

６，審議内容 

 ア 平成２１年５月～平成２１年１０月までの契約案件のうち 

   ①公共調達審査会審議結果案件４３件の全数について審議し了解を得た。 

 イ 委員からの質疑 

   ①入札参加基準について、例えば整理番号１－１「北見公共職業安定所０９(建築)工事」

と整理番号１－４「岩見沢地方合同庁舎（使用調整）工事設計業務」を比較した場合、

最初が予定価格 330 万円程度でＤ等級、次が予定価格 360 万円程度でＢ等級を基準とし

ている。等級の設定は、予定価格の多寡だけで決まるのではないのか。 

     

     ～入札参加基準については、平成13年 1月 10日付け会発第35号本省会計課長通達「厚

生労働省における一般競争入札参加資格等の取扱いについて」に基づいて行ってお

り、「建設工事」、「測量・建設コンサルタント」及び「物品製造等」のそれぞれの区

分でＡ～Ｄ等級基準が定められており、予定価格の多寡だけで決まるのではない。 

 

    ②例えば整理番号３－１６「業務用冊子等印刷製造契約（平成２１年度―Ｎｏ９）」と整

理番号３－２３「業務用冊子等印刷製造契約（平成２１年度―Ｎｏ１０）」など印刷

で、同じ内容のようなものがあるが、中身は違うのか。 

 

～納期の関係で緊急のものを除き、通常、印刷の場合は局内各原課及び各監督署・

安定所の要求を１ヶ月間程度まとめ予定価格が５０万円以上となる場合は経費節減

の観点から一般競争入札としている。ご指摘のあった契約についても契約名は同様

な名称となっているが、全く別個なもので、入札執行時期もＮｏ９が平成２１年７



月２１日、Ｎｏ１０が平成２１年８月２０日と１ヶ月間程度隔てて執行されている。 

 

   ③整理番号３－２３「業務用冊子等印刷製造契約（平成２１年度―Ｎｏ１０）：平成２０年

度の各公共職業安定所の業務概況の作成」の説明の中で、過去の落札業者がデータを持

っているので、当該業者が予定価格よりかなり低額で落札すること、また、どうしても

当該業者が有利になってしまう旨の話しがあった。入札参加者が公平な競争に資するに

は、過去のデータ（版権）を落札業者から発注者たる局で持つことはできないのか。 

 

 ～著作権・版権などの問題もあるが、より公平な一般競争入札となるよう検討いたし

たい。 

 

   ④整理番号３－５「エプソン製品用トナー、カートリッジ購入契約（単価契約）」は、予定

価格が１，７００万円を超えることから５０日間の官報公告を経て入札を実施している。

仮定だが、発注後ある機種が全て故障してしまい当該機種のトナー等が無駄になってし

まうことはないのか。 

 

     ～当該契約は単価契約であるので、必要が生じた都度発注することになります。従っ

て、ご指摘のような無駄は生じない。当然、入札仕様には年間使用見込み数量は明

示するが、これはあくまでも予定であって発注したものではない。 

 

   ⑤整理番号３－１１「機密文書回収及び廃棄処分委託契約」に関連して、個人情報漏洩を

防ぐためその回収及び廃棄処分を行う際には、職員が立ち会っているのか。 

 

     ～回収された機密文書は委託業者が古紙を溶解処理したうえで再生紙原料として製紙

業者等を販売している。その経過を記した「マニュフェスト」を委託業者より提出

を求め適正な処理が行われていることを確認している。 

 

   ⑥整理番号３－４４「平成２１年度留萌地方合同庁舎暖房用燃料購入契約（単価契約）」に

ついて、入札書が円単位までとなっている。油１リットル当たりの単価なので同額札を

さけるため、銭単位までとした方がよいのではないか。 

 

     ～今後、自動車燃料（ガソリン）、灯油、Ａ重油及びプロパンガスなどの燃料系単価契

約の入札書については、統一して銭単位まですることに改めたい。 

 

   ⑦整理番号３－１２「各労働基準監督署用レンタカー借用契約（単価契約）」（今回の審議

対象外）と整理番号３－３３「各労働基準監督署用レンタカー借用契約②」について、

同一内容の契約に見えるが違いはあるのか。 

 

     ～整理番号３－１２の方は、労働保険年度更新申告書収集のためのレンタカー借用契

約でして、例えば期間中常時１台を借用するのではなく、収集の必要に応じて単発

的に借りるようになっており、また、契約期間中に夏季休暇、お盆休み及びシルバ



ーウィークがあるため単価契約の方が有利考えられるためそうしたものです。一方、

整理番号３－３３は積雪期を向かえ北海道の場合には建設業の追い込み期にあたり

恒常的に既配置の官用車では不足することから、建設現場の監督指導のためのレン

タカー借用契約でして、こちらは例えば○○労働基準監督署常時１台を借用する内

容となっている。 

 

   ⑧この場で議論すべき問題なのか疑問であるが、レンタカーの話が出たので、官用車の購

入とレンタルの場合を比較すると、総ランニングコストでみるとレンタルの方がより安

価ではないのか。民間だとレンタルに切り替えるのが多くなっているように思う。 

 

     ～複数年間のリース契約の場合、国庫債務負担行為といって財務省の承認が必要とな

る。また、官用車の購入又は車検時の自動車重量税は官用車本体部分（庁費）と別

な支出科目で処理される。最近の趨勢として、無駄排除の観点から配置されている

官用車台数を削減するとの方向に進んでいることでもあり、確かにご提言のあった

ようにレンタルの方がより安価であれば切り替えることに検討の余地はあると思わ

れる。いずれにしても、先に述べたとおり複数年間のリース契約するのか又は単年

のレンタル契約にするのか、また、自動車重量税の予算の示達の問題も含め官用車

の配置については、厚生労働本省が全て握っており地方局段階では裁量の余地がな

いことから、機会を捉えご提言内容について厚生労働本省へ具申することといたし

たい。 

 

   ⑨整理番号３－３８「倶知安地区庁舎除排雪業務委託契約」など除排雪業務委託契約につ

いて、応札者が１者となっているのが多く見受けられる、何か理由はあるのか。また、

予定価格が２００～３００万円程度でも入札を行う必要があるのか。 

 

     ～確かに除排雪業務委託契約の入札の応札者が１者となるケースが、多々見受けられ

る。その事由として、入札参加資格が「建設工事」ではなく「役務」として取り扱

うことになっていること、また、仕様が「１０ｃｍ以上の降雪があった場合、開庁

時刻（午前８時３０分）前までに作業を完了すること。」とあり、何時あるかわから

ない業務のために又限定的な作業時間のためにショベルロダー、ダンプカーなど機

器や作業員の確保が必要なこと、並びに国・市町村道の除排雪業務務で一杯であり

旨味の少ない庁舎除排雪にまで回らないという事由が考えられるところである。一

方、予定価格が２００～３００万円程度でも入札を行う必要があるのかとの点につ

いては、緊急性とか特命随契（競争を許さないなど）等何らかの理由なしに随意契

約とすることは許されておらず、役務の契約については予定価格が１００万円を超

えると、たとえ応札者が１者と見込まれたとしても法律上の縛りから入札案件とな

る（予決令９９－７参照）。 

 

 

   ⑩整理番号４－３、１７及び２０「○○公共職業安定所求人自己検索システム機器等増設

契約」について、端末のスペックがバラバラなのはどうしてか、統一すべきではないの



か。 

 

     ～自己検索システムは道内を数ブロックの分け段階的に導入された経緯がある。今回

のご指摘のあった整理番号４－３、１７及び２０の契約は厚生労働本省の指示で増

設（購入）となっているが、本体部分は平成１９～２１年度の国庫債務負担行為と

なっている。本来であれば、これらの契約が切れる平成２２年４月より新安定行政

システムが稼動し自己検索システムも全国統一メーカーの機器が導入される予定で

あった。しかし、厚生労働本省からの情報では平成２２年８月末にずれ込むと聞い

ている。いずれにしても、近々、統一化が図られる予定である。 

 

７、閉会（１５時３０分） 


