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平成２ ０年度 第１ 回茨城労働局公共調達監視委員会議事概要 

 

 

１  日 時  平成２ ０年８月２ １ 日（木）１ ５：００～ 

 

２  場 所  茨城労働総合庁舎２ 階会議室 

 

３  委 員（敬称略） 

   委員長  横山 哲郎  横山会計事務所 公認会計士、税理士 

   委 員  木島千華夫  木島法律事務所 弁護士 

   委 員  文堂 弘之  常磐大学国際学部 准教授 博士（経営学） 

 

４  審議対象期間 

平成２ ０年１ 月１ 日から平成２ ０年６月３０日契約締結分 

 

５  審査契約件数 

・公共工事【競争入札によるもの】 

審査対象件数： ２ 件 

審議件数  ： ２ 件 

 

・公共工事【随意契約によるもの】 

審査対象件数： ０件 

審議件数  ： ０件 

 

・物品・役務等【競争入札によるもの】 

審査対象件数：２ ６件 

審議件数  ： ４件 

 

・物品・役務等【随意契約によるもの】 

審査対象件数：４９件 

審議件数  ： ３件 

 

６  委員からの意見・質問に対する回答等 
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公共工事【競争入札によるもの】 ： 水戸公共職業安定所ＯＡフロア設置工事 

意見・質問 回  答 

入札公告の競争参加資格について、別の

入札公告では、「経営状況又は信用度が極度

に悪化していないと認められること」という

項目が含まれておりますが、この入札公告に

含まれていない理由は何ですか。 

 

「経営状況又は信用度が極度に悪化して

いないと認められること」は、具体的にどの

ように確認しているのですか。 

 

予定価格に対し、入札結果を見ると大半が

２ ００万円台であり、落札率も低くなってい

ますが、これは予定価格の積算に実施せずに

済んだものが含まれていたからという理解

で良いのですか。 

 

契約毎に担当者が分かれているため、統一

性を欠いておりました。 

今後は、統一したいと思います。 

 

 

 

新聞やインターネットの情報から確認して

います。 

 

 

予定価格については、積算資料（建設物価）

のＯＡ フロア設置工事の１ ㎡当りの単価を

基礎として積算したものですが、この単価に

は什器の移動費、配線工事費が含まれており

ました。 

しかし、この案件は、什器の移動、配線工

事等が含まれない工事であったため、入札価

格とに差が生じました。 

入札参加資格の等級設定に誤りがあった

とのことですが、前回の公共調達監視委員会

の後は適正に行われているということで良

いですか。 

 

 

 資料には、中小企業育成の観点から資格

設定を行ったとありますが、具体的にはどの

ようなことですか。 

 

 

 

Ｄ等級が中小企業を想定しているのです

か。 

 

実際にＤ等級の企業はどれくらい参加が

この案件については、監視委員会開催前に

入札を行ったものでしたので、厚生労働省の

基準と相違した等級設定となってしまってい

ます。以後は、厚生労働省の基準による等級

設定としています。 

 

「役務の提供」「物品の販売」においては、

入札参加資格の等級設定をＡ・Ｂ・Ｃ等級と

することも可能でしたが、中小企業育成の観

点からＢ・Ｃ・Ｄ等級に設定したということ

です。 

 

そうです。 

 

 

Ｄ等級２ 者、Ｃ等級６者の参加がありまし
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ありましたか。 

 

「中小企業育成の観点」というのは、厚

生労働省からの指導等があるのですか。 

 

 

 全ての入札公告で行っているのですか。 

 

 

た。 

 

「官公需についての中小企業者の受注の

確保に関する法律」に基づくもので、本省か

らも指示があります。 

 

全てではありません。購入する物品等によ

り、Ｄ等級の業者が殆どないと判断した場合

などは上位の等級で設定します。 

入札価格の分析を行って、予定価格の積

算時に市場価格を見る目を養っていただき、

検収についてもノウハウを蓄積していただけ

ればと思います。 

 

 

本事案は、適正とします。  

 

公共工事【競争入札によるもの】 ： 常陸鹿嶋公共職業安定所空調設備改修工事 

意見・質問 回  答 

この工事は、既存のエアコンを取り外して

新たに別なエアコンを設置したということで

すか。 

 

予定価格積算調書を見ると、室外機、室

内機など機器の価格が相当を占めています

が、このような場合、設備工事の入札と物品

購入の入札を別途行うということはしないの

ですか。 

そうです。 

 

 

 

改修工事として一本で行っています。 

 

 

予定価格の積算は他の安定所の事例を参

考にしたとのことですが、いくつくらいの事例

を参考としたのですか。 

 

 

設計監理業者１ 者だけに相談したという

ことですか。 

 

 

 

今回の仕様書の作成に当たっては、以前に

他の安定所でボイラーの撤去工事を行った

際の設計監理の業者の意見を参考に仕様書

を作成しました。 

 

本省へ予算要求の段階で、別の業者にも

見積書を徴しております。こちらも金額的に

は同じ位でした。 

予定価格を積算する際には、後者の仕様書

を参考としたということです。 
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後者の仕様書の金額が予算要求をしたと

きの見積金額以下だったということですか。

 

 予定価格を設定する際は、１ 者のみでなく

複数の業者に相談して意見を聞いた方が内

容を比較することが出来るという意味でもよ

り適切になるのではないでしょうか。 

 

そうです。 

 

本事案は、適正とします。  

 

物品・役務等【競争入札によるもの】 ： デジタル複写機（９台）購入交換契約 

意見・質問 回  答 

１ 者のみの入札参加となっておりますが、

何か理由はあるのですか。 

 

仕様書の内容は、他のメーカーの複写機

でも対応可能なものですか。 

 

 ９ 台の複写機の購入契約となっています

が、一括購入にした理由は何かありますか。

 

 

  

複写機はどのくらいの期間で交換をして

いるのですか。 

 

 

仕様書には保守に関する記載があります

が、保守契約は別途随意契約にて契約して

いるようですが、一緒には契約しないのです

か。 

 

 業者によっては、機器の費用と保守料をセ

ットで考え、保守料で利益を上げることを前

提に機器の費用を低く抑えるという考え方を

理由までは把握しておりません。 

 

 

他のメーカー製のものでも対応可能だと思

います。 

 

分割した場合、全体の購入金額が高くなっ

てしまうことが想定されます。 

入札に当っては出来るだけ一括するよう本

省指示があります。 

 

機械の耐用年数、使用頻度や故障の状況

等にもよりますが、概ね６年から７ 年で交換

するようにしています。 

 

購入業者と保守業者が異なる場合もある

ことを想定し、別契約としております。 

 

 

 

今後契約について検討したいと思います。
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とるところもあるのではないかと思います

が。 

入札参加資格の等級設定はＡ・Ｂ・Ｃ等

級となっていますがこれは適正ですか。 

 

 

 Ａ・Ｂ・Ｃ等級に設定したのには何か意

味があるのですか。 

 

 

 

 

他の案件でも、どのような業者があるのか

事前に調べているのですか。 

 

 予定価格の積算はどのように行ったので

すか。 

 

 

定価はどこのメーカーのものを参考にし

たのですか。 

 

 他の業者の定価は確認したのですか。 

 

 

１ 者しか入札に参加しなかった理由は何

か考えられますか。前年度落札した業者が実

質的に有利になってしまうような側面は考え

られますか。 

 

現在設置してある複写機のメーカーはど

このものが多いですか。 

入札予定価格がＣ等級に該当するため、上

位２ 等級を加えてＡ・Ｂ・Ｃ等級としており

適正です。 

 

事前に複写機を扱う業者を調べたところ、

Ｄ等級の業者が把握できず、逆にＡ等級を入

れないと選択肢が非常に狭まってしまうこと

が分かりましたので、この等級設定にしまし

た。 

 

ある程度は確認しています。 

 

 

前年度に入札により複写機を購入した際の

落札率を、今回購入予定の仕様と合致する機

種の定価に乗じて積算しました。 

 

前年度購入した機器メーカーのカタログを

参考としました。 

 

他のメーカーのカタログも取り寄せて確認

しましたが、大きな違いはありませんでした。

 

特に有利になるということはないと思いま

す。 

 

 

 

リコー製が一番多いですが、コニカミノルタ

製、フジゼロックス製もあります。 

 納入業者と保守業者が異なるケースはあ

るのですか。 

 

 

保守契約の公募を行った際に業者に話を

聞きましたが、納入した機器でない場合は

「辞退します」という回答がありました。 
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 そうすると、購入契約と保守契約を切り離

す必要はないのではないでしょうか。保守を

含めることで本体を安くするという考え方も

あると思うので、全体として契約する方法も

考えたほうが良いのではないでしょうか。 

本事案は、適正とします。  

 

物品・役務等【競争入札によるもの】 ： 平成２ ０年度水戸・日立各公共職業安定所に

おける駐車場整理誘導契約 

意見・質問 回  答 

予定価格の積算が殆ど人件費を基礎とし

ていますが、落札率が低く抑えられています。

従業員に対して適正な賃金は支払われてい

るのでしょうか。 

 

 

前年度、同様の方法で予定価格を積算した

ところ落札価格は予定価格と同じくらいの金

額でしたが、今年度は落札率がかなり低く、

最低賃金の問題が考えられたため、賃金につ

いて計算してみましたところ、最低賃金はクリ

ア可能と判断しました。 

 他の入札公告に、参加資格として企業の

経営状況や信用度を条件としているものが

ありますが、これに近いような形で、適切な

支払いが行われることを条件として設けるこ

とは出来ないでしょうか。 

落札業者は、労働局庁舎の設備管理も請

け負っており、責任者は毎日のように来てお

ります。また、今までのところ苦情等もありま

せんので、信頼性の点では問題ないと思われ

ます。 

労働保険の加入や滞納がないことなども

条件としているのですから、賃金の支払いに

ついても、適正に行われない懸念があるの

であれば、条件の一つとして入れるのは良い

ことだと思いますがいかがでしょうか。 

 

 水戸と日立ということで、物理的に離れて

いますので、別個の契約として扱うのも一つ

の方法ではないでしょうか。 

 一括したほうが安くなる場合もあると思い

ますが、バランスを考えながら実施してはど

うでしょうか。 

わかりました。 

 

 

 

 

 

今後検討いたします。 

 

本事案は、適正とします。  

 



7 

物品・役務等【競争入札によるもの】 ： 平成２ ０年度各労働基準監督署及び公共職業

安定所庁舎に係る機械警備契約 

意見・質問 回  答 

予定価格の積算方法は、平成１ ９年度に

契約した業者の１ ケ月分の契約実績額を参

考としたということですが、今年度入札に参

加した２ 者の入札価格に大きな開きがあり

ます。このような方法で予定価格を積算した

場合、事実上他社が落札するのは困難なの

ではないですか。 

今回の仕様書では、警備業務の他に業務

の履行に要する機械の諸経費を含めておりま

すので、このような開きが生じたものと思わ

れます。 

また、警備業務については制度上単年度の契

約しかできないため、既に機器を設置した業

者が有利になる可能性があります。 

落札価格は開示されているのですか。 

 

 

別の業者は、それを見ることができるので

すね。 

 

 では、他の業者も参考とすることはできる

のですね。 

 

 業者から入札の仕方に関しての問合せは

あったのですか。 

 

非落札業者は、この金額で落札できると

思ったのでしょうか。この金額を見ると、現

状が分からない状態で入札したような印象

を受けるのですが。 

 

 昨年度の実績の金額というのはいくらで

すか。 

 

 

非落札業者は、前年度の落札金額は知っ

ているのですね。 

入札会場で発表します。また、その後ホー

ムページでも掲載します。 

 

そうです。 

 

 

できると思います。 

 

 

入札後の問合せは特にありません。 

 

 

予定価格を公表しておりませんので、業者

なりに積算した結果だと思います。 

 

 

 

昨年度の実績は、３月の１ ヶ月間のみで月

額４７ １ ，２ ００円です。この金額に１ ２ を

乗じた金額を今回の予定価格としました。 

 

前年度も入札に参加しておりますので知っ

ていると思います。 
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この契約は競争入札にする必要性はない

のではないでしょうか。既に特定の業者の機

械が入っている以上、競争にならないのでは

ないかと思います。むしろ、随意契約として、

値引き交渉をするべき類のものではないで

しょうか。 

今後検討いたします。 

本事案は、適正とします。  

 

物品・役務等【競争入札によるもの】 ： 官用車購入（交換）契約 

意見・質問 回  答 

官用者の交換は、どのタイミングでしてい

るのですか。 

 

 交換する官用車の走行距離は１ ０万㎞に

満たない程度で、車種からも見て、下取り評

価額はこんなに低くなってしまうものなので

すか。 

 

 このグレードの車であれば、他のメーカー

でも該当する車種があると思うのですが、な

ぜ入札に１ 者しか参加しなかったのでしょう

か。 

 

 

 

トヨタの中でも、今回落札した業者以外に

色々なディーラーがあろうかと思いますが、

トヨタ車を扱う他のディーラーの問合せはな

かったのでしょうか。 

厚生労働省から許可が下りたものから順

次交換しております。 

 

２ 者から下取り価格の見積りを取り、その

平均額を予定価格積算の際の評価額としま

した。 

 

 

入札当日になって辞退した他の２ 者から

聞いたところでは、環境対策の面で、１ ラン

クグレードの高い車種であれば基準に適合し

たものがあるが、このグレードについては、

基準に適合している車種がなかったというこ

とでした。 

 

今回はありませんでした。 

 

 このグレードである必要はあったのです

か。 

 

これは変更できないということですか。 

 

参加する業者の数は毎回この位なのです

厚生労働省から購入条件の指示がありま

すので、それに従っております。 

 

そうです。 

 

重量税の低い官用車の入札をする際は、通
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か。 

 

もう少し参加があってもよい気がします

が、原因は環境対策だけだったのでしょう

か。 

 

 他のディーラーからは問合せ自体もなか

ったということですか。 

 

 

 そういう点について、事前に調査等は行っ

たのですか。 

 

例６者か７ 者位は入札に参加しています。 

 

日産のディーラー２ 者については確認しま

したが、環境対策の面で適合しないというこ

とでした。 

 

そうです。ホンダやマツダなど他のメーカー

も環境対策の面で対応できていないのかも

しれません。 

 

日産とトヨタについては確認していますが、

その他のメーカーについては確認しておりま

せん。 

 国内のメーカーで今回の条件に適合する

車というのは他にあるのですか。 

 

 購入条件に該当する車がどれくらいある

のか事前に調べるべきではなかったのでし

ょうか。 

トヨタの車種で対象になっているものがあ

ると思います。 

 

今後参考といたします。 

本事案は、適正とします。  

 

物品・役務等【随意契約によるもの】 ： 水戸公共職業安定所協職業安定所レイアウト

変更に伴う求人自己検索システム移設作業 

意見・質問 回  答 

 予定価格の積算に当たって、過去に実施し

た類似の作業の経費を参考としたとのことで

すが、参考にした作業の実施業者と、今回契

約した業者とは同じ業者なのですか。 

 

 この契約は随意契約ですが、作業の技術

内容が特殊なものなのですか。 

 

 

そうすると、今回の作業は現実的には契約

した業者のみしかできないという可能性が

あるわけですか。 

違う業者です。 

 

 

 

 

プログラムの互換性の問題があり、他の業

者が入ることが困難な状況があるのではな

いかと思います。 

 

はい。 
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公募の仕方についてですが、公募の場合

労働局のホームページに掲載しているよう

ですが、もっと他の方法はないのでしょうか。

 

当局の場合は、ホームページへの掲載と庁

舎の掲示板への掲示を行っています。他局も

同様の状況のようです。 

 資料に再委託の有無という記載がありま

すが、ここでいう再委託とはなんですか。 

 

 移設作業を、リース業者と随意契約として

いることに関して、水戸の安定所以外でリー

ス業者以外が実施しているケースはないの

でしょうか。 

 

 茨城県以外ではどうですか。 

 

 

 

 

 ３ つの業者が、それぞれ自己のメーカー

の機器以外は対応できないということです

か。 

 

 結果的にできないとしても、他の２ 社から

合い見積りを取るということも努力としては

必要ではないかと思いますが検討できない

でしょうか。 

下請け業者や関連会社に作業の一部を再

委託しているか否かという意味です。 

 

水戸以外の安定所の場合も、機器のリース

会社が移設等の作業も実施しているというの

が実態です。 

 

 

全国的に見ても、求人自己検索装置は富士

通、ＮＥ Ｃ、シャープの３者のメーカーで対

応しており、それぞれのメーカーのリース会

社が作業に当たっているようです。 

 

そうです。プログラムの互換性の問題があ

るのだと思います。 

 

 

検討したいと思います。 

 公募方式とのことですが、応募した会社が

１ 者であった場合入札は行わないのです

か。 

行いません。 

本事案は、適正とします。  

 

物品・役務等【随意契約によるもの】 ： シニアワークプログラム事業 

意見・質問 回  答 

 企画競争の応募者が契約した業者のみで

すが、他に企画競争に応募できるような業者

は事実上あるのですか。 

茨城県内においては把握しておりません

が、他局においては数者の応募があったと聞

いております。 
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 この企画競争の対象者は、茨城県内の企

業に限ったことではないから全国的に見れ

ば他にも応募者があるかもしれないというこ

とでしょうか。 

 

 企画競争の場合、その競争に勝った企画

を作成した会社と随意契約を締結するという

ことになると思いますが、その場合、企画競

争で出された案について、不適切な点などを

修正したりすることなくそのまま契約するこ

とになるのでしょうか。 

 

そうです。 

 

 

 

 

仕様書の内容について必要な部分が全て

網羅されているかどうかの確認は行ってお

り、不適切な部分があれば修正等も行ってい

ます。 

 実質的に契約した業者から提出された企

画を採用するしかないということなのです

か。 

  

 

 

内容に関しては十分なものであると判断

してよろしいですか。 

 

 予定価格については、実質的に契約金額

になってしまうのでしょうか。 

 

 

 

 

 企画書評価委員会は、見積もった経費に

対して経費を抑えるような意見は言わない

のですか。 

 

企画書評価委員会から内容の評価を受け

ているのであれば、応募者を増やすためにど

うしたらよいかということを考えたほうがよ

いのでしょうか。 

 

応募が１ 者しかありませんでしたのでそう

いうことになりますが、提出された企画は企

画書評価委員会の審査を受けていますので、

提出された企画を１ ００％そのまま採用する

というわけではありません。 

 

はい。 

 

 

決められた予算がありますので、それは事

前に先方に伝えて予算額の範囲内で積算す

るようお願いをしています。その後提出された

経費見積書に対して、私共の方で必要な修正

加工を行ったうえで予定価格としています。 

 

大枠の上限額がありますので、その範囲内

であれば意見はでないと思います。 

 

 

そうですね。 
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他の業者が入ってきた場合に、評価はしっ

かりできるものなのでしょうか。全く違う内容

のものになってしまうということはないでし

ょうか。 

 

 企画競争には経験が評価されるという側

面はあるのですか。企画書評価委員会の審

査概要を見ると、１ ０年間の実績を評価する

ような意見が見られるのですが。 

 

 予定価格よりも内容を充実させるというこ

とに重点を置いているということでしょうか。

 

応募者を増やすためにどうするかというこ

とで言えば、先ほど他県では複数応募があっ

たとのことですが。 

 

応募者を増やしていくという観点で考えれ

ば、情報提供に関しての取り組みを考えてい

く必要があるのではないでしょうか。 

 

落札業者が行っている事業については、

公表はしているのですか。 

 

例えば、この業者は今このようなことをや

っているということを示し、もっといい企画が

あれば応募してくださいというような募集の

仕方をすると効果的なのかなという気がしま

す。 

予め仕様書の公示を行いますので、全く違

う内容にはなることはないと思われます。 

 

 

 

委員の意見ですので、この委員はこのよう

に思われたのだと思います。 

 

 

 

そうです。 

 

 

今年度、他局においては当局同様の業者の

他に、民間会社の応募があったとのことです。

 

 

この件に限ったことではありませんが、１

０日間程度としている公示期間を、長くする

などの努力をしたいと考えております。 

 

事業につきましては、パンフレットを配布す

るなどで周知しております。 

 企画については、結果の評価もしているの

ですか。 

結果の評価は事業課で行っております。 

本事案は、適正とします。  

 

物品・役務等【随意契約によるもの】 ： 電子複写機保守契約（茨城労働局及び管下労

働基準監督署並びに管下公共職業安定所）
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意見・質問 回  答 

 この契約は保守契約のみということです

が、対象となっている複写機の納入業者も契

約業者と同じでしょうか。 

 

一度納入されてしまうと、保守契約の相手

方の公募をしても、事実上決まってしまうの

ではないでしょうか。 

 

他の業者が応募する可能性はないのでし

ょうか。 

そうです。 

 

 

 

今回初めて公募しましたが、結果的には納

入業者のみの応募でした。 

 

 

他社に確認はしましたが、納入した機器以

外については応募しないとのことでした。 

予定価格については、単価が低いためこ

れまでは調書の作成はしなかったけれども、

今後は作成するということですか。 

 

 

 

予定価格はどのように積算するのですか。

 

当該契約が単価契約で、その単価が少額で

あるため調書の作成をしませんでしたが、年

間の支出額が１ ０ ０万円を超えていますの

で、より適正な取扱いをと考え今後は調書を

作成したいと考えております。 

 

機種ごとに使用枚数の実績を把握し、それ

を基礎に積算しようと考えております。 

単価が低くても年間の支出額が多いため

に予定価格を積算するというのは良い取り

組みだと思います。 

 

他業者との電子複写機の保守契約を見ま

すと使用単価が異なっていますが、これはな

ぜですか。 

 

 先ほどの購入契約のところでも述べたと

ころですが、購入契約と保守契約を一括して

競争入札とすることについても検討していた

だきたいと思います。 

 

 

 

 

他業者の場合、カラーコピー機を含んでい

ますので単価が異なっています。また、機能

によっても単価にばらつきがあります。 

 

今後検討したいと思います。 

本事案は、適正とします。  

 


