
(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

　　　　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 14 件

　　・審議件数 10 件

　　　　うち、契約金額が500万円以上の案件 0 件

　　　　うち、参加者が一者しかいないもの 4 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 0 件

　　・審議件数 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（応札者）が１者しかいないもの 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。）

別紙1

石川労働局公共調達監視委員会設置要綱第６条の規定により抽出

　　　　　　　　　　　　　公共調達監視委員会活動状況報告書　　　　　　　　　　　　　　

石川労働局

平成31年3月22日（水）

審査の結果適正と判断された。

平成30年5月1日から平成30年12月31日　契約締結分

西井　繁　　　弁護士

塚崎　俊博　　公認会計士

村上　慎司　　金沢大学講師



平成３０年度第２回 公共調達監視委員会議事録  

 

日 時：平成３１年３月２０日（水）９時４５分～ 

場 所：金沢駅西合同庁舎７階 共用第５会議室 B 

出 席：西井委員長、塚崎委員、村上委員 

    事 務 局（福井総務部長、塩田総務課長、白江会計第２係長、濵岡会計第３係長、 

堀江会計第２係員、原田会計第２係員） 

    司  会（宮野総務課長補佐） 

 

１ 開会 

  挨 拶：総務部長 

総務部長の福井でございます。 

委員の皆様におかれましては、年度末のお忙しい中、石川労働局公共調達監視委員会にご出

席いただきありがとうございます。 

本委員会は平成１９年度より毎年度２回程度開催してきておりますが、内容といたしまして

は、当局が発注いたしました公共調達案件につきまして、一般競争参加資格の設定理由及び経

緯、随意契約とした理由、予定価格の設定などにつきましてご審議いただいているところでご

ざいます。 

事務局は各種法令に基づき適正に発注、契約事務を行っているところでございますけれども、

ともすれば長年の慣例により考え方が硬直化し、一般常識からみればずれているのではないか、

もっと工夫できるのではないかという部分があるかもしれませんので、委員の皆様には、公正・

中立な立場で客観的に各案件をご審議いただき、忌憚のないご意見を頂戴できればと思います。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

２ 進行件の確認（総務課長補佐） 

    遅れましたが、石川労働局の宮野でございます。 

    本委員会の進行につきましては、委員の皆様方にできるだけ審議に専念していただくため、

私が進行役を務めさせていただき、委員長に確認を取る形で進めさせていただいておりますが、

今回も同様で大丈夫でしょうか。 

   （異議なし） 

ご承認いただきありがとうございます。それでは、次第に基づきまして進めさせていただきま

す。 

 

３ 審議対象案件の確認（総務課長補佐） 

今回の審議対象期間は平成３０年５月 1 日から１２月３１日で、審査対象基準は、公共工

事では予定価格が２５０万円を超える案件、物品の購入及び役務では予定価格が１００万円

以上の案件、物品の借入では予定価格が８０万円以上の案件となっております。 

お手もとに一覧表をお配りしておりますが、該当する契約件数は、契約方法別で、公共工

事では 該当案件がなく、物品の購入及び役務等については、競争入札によるもので１４件



となります。なお、随意契約による該当案件はございません。 

 本日ご審議いただく案件は、要綱第６条の規定に基づき１０件となっております。前回と

同様に、あらかじめ西井委員長に審議案件を抽出していただいております。 

 審議にあたりましては、お配りいたしました、契約方法別に契約の相手方や契約の概要等

を記載した調書により、事務局がその内容についてご説明申し上げます。 

 委員会は、報告の内容又は審議いただく内容に不適切な点又は改善すべき点があると認め

たときは、必要に応じ石川労働局長に対して意見の具申又は勧告を行うことができるとされ

ており、その場合は、その内容を速やかに公表することとなっております。 

 

４ 石川労働局公共調達審査会の報告 

  （課長補佐） 

   要綱第２条１号に基づき、石川労働局公共調達審査会の報告を事務局よりお願いします。 

 

（事務局） 

   石川労働局の内部チェック機関であります石川労働局公共調達審査会が、本年２月２８日に開

催されましたので、その審議結果をご報告申し上げます。 

   資料ですが、審査会委員長から監視委員会委員長への結果報告で、別紙１がその報告書となっ

ております。 

   審査対象期間は今回の審議対象期間と同じく、平成３０年５月１日から１２月３１日で、審査

契約件数は、契約方法別で、公共工事では該当案件がなく、物品の購入、役務等については、競

争入札によるものが６件で、随意契約によるものは該当案件がなく、合計で６件でした。 

   審査対象基準は、今回の審議対象基準と同じく、公共工事では予定価格が２５０万円を超える

案件、物品の購入及び役務では予定価格が１００万円以上の案件、物品の借入では予定価格が 

８０万円以上の案件となっております。 

なお、審査会での審査の結果、適正とご判断いただきました。 

 

５ 審議案件の抽出 

（課長補佐） 

 本日の審議案件の抽出について、事務局から説明願います。 

（事務局） 

 審議案件につきましては、要綱第６条により、１０件、無作為抽出となっております。限ら

れた時間の中、審議時間を確保する観点から、あらかじめ委員長に審議案件を抽出していただ

きました。具体的には、該当案件がある物品・役務等の競争入札分から、№１，３，４，６，

７，８，１０，１１，１３，１４ となりました。 

 この１０件について、ご審議をお願いいたします。 

（異議なし） 

    

６ 審査対象契約の説明及び審議 

（１） 公共工事に係る一般競争入札 



対象契約なし 

  

（２）公共工事に係る随意契約案件 

対象契約なし 

 

（３）物品・役務等に係る一般競争入札 

 ・№１「平成 30年度 石川労働局管内各施設で使用するレンタカー借り上げ」 

  委員：  なぜ１者応札となるのか。 

事務局： 石川県全体をまとめていたため、２年連続で１者応札が続いた。次年度は使用する地

域ごとに分けることで改善を図りたいと考えている。 

  委員：  地域ごとに分けることで職員の作業負担が増えないか。 

事務局： 使用する地域ごとに別個の入札を行うのではなく、１件の入札で、入札書の金額記入

欄を地域別に分けて、全地域に応札する場合は、入札書に各地域の入札金額を記入し、

一部の地域についてのみ応札する場合は、入札書に応札を希望する地域の分だけ入札金

額を記入するという形式を考えている。そのため、職員の作業負担に、さほど影響が生

じないものと考えている。 

 

・№３「平成 30年度 雇用保険業務用紙（受給資格者のしおり ほか 2種）の印刷作成契約」 

 委員：  落札業者は今回初めて落札したのか。 

 事務局： 昨年も同業者。 

委員：  前回落札した業者はゲラ版を持っているのか。 

事務局： 持っている。しかし、前回の落札業者だけが有利にならないよう加工可能な電子媒体

を渡すこととし、その旨入札説明書に明記している。 

委員：  ホームページに掲載しているということであれば、紙媒体での印刷作成は必要なのか。 

 事務局： 離職票の発行に併せて配布するなど、必要な情報をダイレクトに届けるために使って

いることから、紙媒体の印刷物は欠かすことができないものと考えている。 

 

・№４「小松労働基準監督署内装改修工事に伴う書類・什器等移転業務契約」 

委員： ほとんどが人件費なのか。 

事務局：そうである。 

委員： 予定価格と落札額に開きがあるが、この金額で業者は適切な業務が行うことができてい 

   るのか。 

事務局：引っ越しの閑散期でもあることから、安価になったと考えている。 

 

・№６「石川障害者職業能力開発校で使用する物品の購入等」 

委員： 仕様の中で、パソコン本体の台数と、液晶ディスプレイの台数が異なっているのはどう

いうことか。 

事務局： 訓練生が自分の操作画面を表示するディスプレイに加え、先生の説明用画面を表示す

るディスプレイがあるため、ディスプレイの方が台数が多くなっている。 



 

・№７「いしかわ合同就職面接会会場設営等業務委託契約」 

  委員：  机や椅子は、業者が持ち込むのか。 

事務局： 机、椅子については、会場備え付けの備品を借りている。 

委員：  例年実施しているイベントかと思うが、工夫している点は何かあるか。 

事務局： 従前は、間仕切りパネルを、参加企業の背面と両側面に配置していたが、今回は、背

面と片側の側面の配置に変更した。間仕切りパネルの枚数を削減し、費用節減を図った。 

 

・№８「小松監督署で使用する物品の購入等契約」 

  委員：  No.４「小松労働基準監督署内装改修工事に伴う書類・什器等移転業務契約」の契約業

者と同業者が落札しているが、そのことで、当該業者が有利になるということはあるか。 

  事務局： 署内の現場の状況を把握できているという点では、当該業者にとって有利かもしれな

い。 

 

・№１０「石川労働局で使用する官用車 1台の交換購入一式契約」 

委員：  総合評価落札方式ということだが、金額との逆転現象は起こるのか。 

事務局： 金額と燃費の総合評価のため、逆転は起こりうる。 

委員：  旧車は下取りしたのか。 

事務局： 10,000円の下取りとなっている。 

 

・№１１「小松安定所で使用する物品の購入等契約」 

  委員： 特に意見なし。 

 

・№１３「金沢労働基準監督署で使用する官用車１台の購入契約」 

委員：  予定価格はスズキ車から導いたのか。 

事務局： カタログから一番安価なものを選んで導いている。 

 

・№１４「石川労働局管内で使用する備蓄品の購入等契約」 

委員：  合同庁舎内の他の省庁は、別契約で備蓄品を準備しているのか。 

 事務局： そうである。賞味期限が同一であればまとめて準備することも可能であるが、バラバ

ラの状態なので、各々の省庁で契約している。 

   

（４）物品・役務等に係る随意契約 

 対象契約なし 

 

７ 意見の具申又は勧告 

（総務課長補佐） 

   本日御審議いただく案件等は全て終了いたしました。 

   貴重なご意見等を賜りましたこと、深く感謝申し上げます。 



   先にご説明いたしました通り、要綱第９条では、報告の内容又は審議した内容に不適切な点や

改善すべき点があると認められた時は、必要に応じ局長に対して意見の具申又は勧告を行うこと

が出来ることとなっております。 

 

今回は特に不適切な点などはなかったかと思いますが、それでよろしかったでしょうか。 

  （委員：異議なし） 

 

（総務課長補佐） 

   本日の結果につきましては、中央公共調達監視委員会へ報告させていただきますとともに、議

事録を含め、石川労働局のホームページにて公表させていただきます。 

 

  委員： 特になし。 

  

８ 閉会（総務課長補佐） 

   以上をもちまして、平成３０年度第２回石川労働局公共調達監視委員会を終了いたします。 

   本日はお忙しい中、御出席いただきましてありがとうございました。 

   今後ともよろしくお願い申し上げます。 

        



別紙様式１

〔競争入札によるもの〕

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
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）

（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）



別紙様式２

〔随意契約によるもの〕

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

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）

（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）



別紙様式３

〔競争入札によるもの〕

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

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）

1
平成30年度　石川労働局管内各施設で
使用するレンタカー借り上げ（6台）契約

石川労働局
支出負担行為担当官代
理
塩田　晃司
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

平成30年5月7日
（株）日産カーレンタルソリュー
ション
東京都港区三田2-17-20

4040001013464 一般競争入札 3,081,985 2,762,748 89.6% 1者 所見なし 所見なし

2
平成30年度　石川労働局及び各署所用
封筒印刷作製契約

石川労働局
支出負担行為担当官
福井　　尚
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

平成30年5月9日
小西紙店印刷所
石川県金沢市駅西本町5-2-1

- 一般競争入札 1,913,318 1,586,574 82.9% 2者 所見なし

3
「平成30年度　雇用保険業務用紙（受給
資格者のしおり　ほか2種）」の印刷作製
契約

石川労働局
支出負担行為担当官
福井　　尚
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

平成30年6月25日
（株）もとすいんさつ
岐阜県瑞穂市居倉324

1200001027500 一般競争入札 1,027,955 780,850 76.0% 1者 所見なし 所見なし

4
小松労働基準監督署内装改修工事に伴
う書類・什器等移転業務契約

石川労働局
支出負担行為担当官
福井　　尚
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

平成30年6月27日
（株）島田商会
石川県金沢市広岡2-1-14

5220001003363 一般競争入札 4,150,521 2,700,000 65.1% 2者 所見なし

5
平成30年度　36協定未届事業場に対す
る相談指導事業業務委託契約

石川労働局
支出負担行為担当官
福井　　尚
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

平成30年7月2日

全国社会保険労務士連合会
東京都中央区日本橋石町3-2-
12
社会保険労務士会館

8010005003972
一般競争入札
（総合評価）

8,847,287 8,248,246 93.2% 2者 所見なし

6
石川障害者職業能力開発校で使用する
物品の購入等契約

石川労働局
支出負担行為担当官
福井　　尚
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

平成30年7月13日
（株）丸菱
石川県金沢市問屋町2-20

7220001006769 一般競争入札 4,569,541 4,320,000 94.5% 1者 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）



別紙様式３

〔競争入札によるもの〕

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

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）

7
いしかわ合同就職面接会会場設営等業
務委託契約

石川労働局
支出負担行為担当官
福井　　尚
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

平成30年7月13日
（株）日本海企画
石川県金沢市保古町二141

1220001005074 一般競争入札 1,176,120 1,058,400 90.0% 1者 所見なし 所見なし

8
小松監督署で使用する物品の購入等契
約

石川労働局
支出負担行為担当官
福井　　尚
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

平成30年8月20日
（株）島田商会
石川県金沢市広岡2-1-14

5220001003363 一般競争入札 5,654,901 4,924,800 87.1% 4者 所見なし

9
小松公共職業安定所内装改修工事に伴
う書類・什器等移転業務契約

石川労働局
支出負担行為担当官
福井　　尚
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

平成30年10月1日
（株）島田商会
石川県金沢市広岡2-1-14

5220001003363 一般競争入札 3,582,900 3,277,800 91.5% 2者

10
石川労働局で使用する官用車1台の交
換購入一式契約

石川労働局
支出負担行為担当官
福井　　尚
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

平成30年10月12日
(株)スズキ自販北陸
石川県金沢市柳橋町甲3

7220001003584
一般競争入札
（総合評価）

1,695,004 1,589,020 93.7% 3者 所見なし

11
小松安定所で使用する物品の購入等契
約

石川労働局
支出負担行為担当官
福井　　尚
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

平成30年10月22日
（株）島田商会
石川県金沢市広岡2-1-14

5220001003363 一般競争入札 1,552,770 1,277,640 82.3% 4者 所見なし 所見なし

12
金沢労働基準監督署タイルカーペット張
替契約

石川労働局
支出負担行為担当官
福井　　尚
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

平成30年11月28日
北研エンジニアリング
石川県金沢市松島3-79

4220001006020 一般競争入札 1,922,400 1,620,000 84.3% 5者

※　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」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）



別紙様式３

〔競争入札によるもの〕

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

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）

13
金沢労働基準監督署で使用する官用車
１台の購入契約

石川労働局
支出負担行為担当官代
理
塩田　晃司
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

平成30年12月14日
(株)スズキ自販北陸
石川県金沢市柳橋町甲3

7220001003584
一般競争入札
（総合評価）

1,908,196 1,781,260 93.3% 3者 所見なし

14
石川労働局管内で使用する備蓄品の購
入等契約

石川労働局
支出負担行為担当官
福井　　尚
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

平成30年12月26日
（有）文宝堂
石川県金沢市神宮寺1-16-6

4220002005062 一般競争入札 1,892,980 1,589,662 84.0% 4者 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」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）



別紙様式４

〔随意契約によるもの〕

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

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）

（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　（物品・役務等）
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