
(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 16 件

　　・審議件数 8 件

　　　　うち、契約金額が500万円以上の案件 5 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 5 件

　　・審議件数 2 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 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

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。）

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２８年１１月２９日（火）

審査の結果適正と判断された。

平成２８年１月１日から平成２８年４月３０日　契約締結分

西井　繁　　　弁護士

白石　弘幸　　金沢大学教授

塚崎　俊博　　公認会計士



平成２８年度第１回 公共調達監視委員会議事録  

 
日 時：平成２８年１１月２９日（火）１３時３０分～ 
場 所：金沢駅西合同庁舎２階 共用第２会議室 
出 席：西井委員長、白石委員、塚崎委員 
    石川労働局公共調達審査会 北代委員長（労働基準部長） 
    事 務 局（笹川総務部長、大橋総務課長、佐々木総務課長補佐、 

島﨑会計第２係長、新濃会計第３係長） 
 
１ 開会 

  挨 拶：総務部長 

石川労働局総務部長の笹川でございます。 

本日は、お忙しいところ、石川労働局公共調達監視委員会に御出席いただきありがとうござ 

います。 

また、皆様方におかれましては、日頃から労働行政の運営につきまして、格別の御協力を賜 

り厚くお礼申し上げます。 

本日は、平成２８年度の第１回目の公共調達監視委員会となります。今年度は本日を含め、

２回の開催を予定しております。 

調達内容の御審議をお願いいたしたく存じますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

２ 委員紹介（総務課長補佐） 
    それでは、本日御出席の委員の方の紹介をさせていただきます。 

    弁護士の西井 繁（にしい しげる）委員です。 

    金沢大学教授の白石 弘幸（しらいし ひろゆき）委員です。 

    公認会計士の塚崎 俊博（つかさき としひろ）委員です。 

    以上の３名の方々でございます。 

本来であれば、委員長に本日の進行をお願いするところでありますが、本委員会におきまし   

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、皆様の御承認がいただけるので

あれば、私が進行役を務めさせていただき、委員長に確認を取るといった形で進めさせていた

だきたいと思いますが如何でしょうか。 

   （異議なし） 

御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 委員長選出（総務課長補佐） 

委員長の選出につきましては、要綱の規定により、「委員の互選によりこれを選任するものと

する。」とされており、先般、各委員に互選をお願いしたところ、西井 繁（にしい しげる）  

委員が選任されたことを御報告申し上げます。 

 



 

４ 石川労働局公共調達監視委員会設置要綱の説明 

資料「石川労働局公共調達監視委員会設置要綱」に基づき、御説明申し上げます。 

    概略につきましては、本日、御出席の委員の皆様には、これまで開催しました委員会の中で

既に説明させていただいているところでもありますので、省略させていただきます。 

    本委員会の委員は、原則３名となっており、任期は本日お渡ししました委嘱状の期日までと

なっております。 

   委員の氏名及び職業は公表することとなっております。 

    委員長は委員の互選により選任することとなっております。 

    会議の開催は原則として年２回以上となっておりますが、例年７月～１２月は調達案件が少   

ないことから、本年度におきましては、年２回の開催としたいと考えております。 

    本日の第１回目は平成２８年１月～４月分、第２回目は５月～１２月分を審議の対象とし、

年２回の実施で年間契約分のすべてを網羅することとしております。 

    ちなみに第２回目の会議につきましては、来年の３月頃に開催したいと考えております。 

  本日御審議いただく案件は、要綱第６条の規定に基づき１０件程度となっておりますので、

７月２９日に開催しました「石川労働局公共調達審査会」で審査しました案件の中から１０件

をお願いできないかと考えております。 

  審議に当たりましては、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御説明申し上げます。 

  委員会は、報告の内容又は審議した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。 

 

 
５ 石川労働局公共調達審査会の報告 

  石川労働局公共調達審査会委員長：（資料・報告書に基づき説明） 

第１回石川労働局公共調達審査会の審議結果を報告いたします。 
資料は、公共調達審査会委員長から公共調達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。 
第１回公共調達審査会の審査対象期間は平成２８年１月１日から平成２８年４月３０日で、

審査件数は、契約方法別で 
   ○公共工事の競争入札によるものが０件 

○公共工事の随意契約によるものが０件 
   ○物品・役務等の競争入札によるものが１６件 
   ○物品・役務等の随意契約によるものが５件 の計２１件でした。 
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・役務等では予定価格が１００万円以上」 
「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、審査の結果、２１件とも適正と判断しました。 
 

６ 審議案件の抽出 

    事務局：抽出について説明 

     審議案件の抽出につきましては、限られた時間の中、少しでも審議時間を確保する観点か

ら先程、説明がありました対象案件の中から、あらかじめ事務局でクジ引きにより、抽出させ

ていただきました。なお、今回、石川労働局長が必要と認めた案件につきましては、競争入札

分の№６となっております。 
競争入札分につきましては、№１，４，５，６，７，８，９，１２ 

    随意契約分につきましては、№４，５ を抽出いたしました。 
この１０件について、御審議をお願いできればと思いますのでよろしくお願いいたします。 

（異議なし） 

    

７ 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・役務に係る一般競争入札 

 ・№１「石川労働局管内で使用する事務用備品等及び監督・安全衛生業務用備品の購入契約」 

  事務局： 調達品目の一部について納入日時を指定しており、落札業者が納入日時を間違えるこ

とがないように、また、監督・安全衛生業務関係の専門性の高い物品も含まれていたた

め、物品の種類ごとにグループ分けして入札を実施している。グループ分けをすること

で、入札により多くの参加業者が見込まれ、高い競争性を確保できると思われる。 
  各委員： 特に意見なし。 
 

・№４「各安定所におけるインターネット閲覧用端末及び専用プリンタの賃貸借契約」 

  西井委員：予定価格はどうやって積算しているのか。 
事務局： 前回入札及び見積り合わせの実績の平均により予定価格を積算している。 

  各委員： 特に意見なし。 
 

・№５「平成２８年度若年者地域連携事業委託契約」 

事務局： 今年度においては、１者応札となっているため、来年度も引き続き同契約を行うこと

となった場合には、参加資格を「Ａ」を含めた全等級に拡大することや、広く周知する

ため公示期間を長く取る等の対応が必要と考えている。 
各委員： 特に意見なし。 
 

・№６「平成２８年度 専門家派遣・相談等支援事業（石川県最低賃金総合支援センター）にかか

る委託契約」 



   事務局： 低入札価格調査を行った結果、この事業を確実に実施するノウハウを持っているものと

判断したため、また、金額についても提案書に沿った適切な金額であると判断したため、

契約したものである。 
各委員： 特に意見なし。 

 

・№７「七尾地方合同庁舎外８施設における清掃等業務委託契約」 

  各委員： 特に意見なし。 
 

・№８「金沢公共職業安定所外３施設における交通誘導業務委託契約」 

  各委員： 特に意見なし。 
 

・№９「石川労働局管内庁舎 建築設備総合管理業務委託契約」 

西井委員長： 落札した太平ビルサービス株式会社が、エレベーター保守などの専門的な保守も

行っているのか。 
事務局：  エレベーターの保守などの専門的な部分は、再委託申請に基づき再委託している。落

札した太平ビルサービス株式会社は、建物管理業務のおおよそ半分の業務と統括をして

いる。 
各委員： 特に意見なし。 
 

・№１２「平成２８年度求人情報誌配送業務委託契約」 

事務局： 今回落札した赤帽石川県軽自動車運送協同組合の他２者に入札説明書を交付したが、

仕様に応じられない等の理由で、１者応札となった。 
各委員： 特に意見なし 

   
（４）物品・役務に係る随意契約 

 ・№４「平成２８年度高齢者活躍人材育成事業委託契約」 

  各委員： 特に意見なし。 
 

・№５「平成２８年度地域若者サポートステーション事業委託契約」 

  事務局： 今年度は、企画競争による選定であり、企画書募集期間は土日を除く２０日間とした

が、参加者は１者であったため、来年度も引き続き同契約を行うこととなった場合には、

企画書募集期間を長く取る等の対応が必要と考えている。 
各委員： 特に意見なし。 

 

８ 石川労働局長が必要と認めた案件の審議（総務課長補佐） 

   今回は石川労働局長が必要と認めた案件につきましては、競争入札の№６において審議済みで

あることを御報告いたします。 

 

９ 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は全て終了いたしました。 

   貴重な御意見等を賜りましたこと、深く感謝申し上げます。 

   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できることとなっております。 

   本日の内容について、不適切な点、改善すべき点は無かったということでよろしいでしょうか。 

   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。 

 

  各委員： 特になし。 

  

１０ 閉会（総務課長補佐） 

   以上をもちまして、平成２８年度 第１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)

公共調達監
視委員会審
議結果状況
(所見)

※　備考欄には、以下の①から③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こと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)

該当なし



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)

※　備考欄には、以下の①から③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こと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)

該当なし



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）

公共調達監視
委員会審議結
果状況（所

見）

(株)創文堂
石川県金沢市入江2－50

7220001003766 一般競争入札 1,007,348 936,500 93.0
5者

(株)創文堂
石川県金沢市入江2－50

7220001003766 一般競争入札 661,876 617,781 93.3
5者

北陸オフィスライフ(株)
石川県金沢市木越2－200

8220001006256 一般競争入札 428,652 422,280 98.5
5者

2
平成28年度　石川労働局管
内で使用する消耗品購入契
約

石川労働局
支出負担行為担当官
笹川　康成
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成28年4月1日

（株）創文堂　金沢市入江2-50
デュプロ北陸販売(株)　金沢市福増町北

1300
(株)にしき堂　金沢市古府1－60
イワイ(株)　金沢市大手町15－22

7220001003766
5220001004460
9220001004894
4220001001228

一般競争入札 9,979,043 8,299,827 83.2 9者
単価契約

所見なし

3
平成28年度　金沢公共職業
安定所ほか4箇所で使用す
る電力供給契約

石川労働局
支出負担行為担当官
笹川　康成
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成28年4月1日
北陸電力㈱　石川支店

石川県金沢市下本多町6-11
7230001003022 一般競争入札 8,605,002 8,604,974 100.0

1者
単価契約

基本料金1,555.20円/kw
月

使用電力
夏季11.55円/kmh

4～5月10.52円/kmh
6月以降10.56円/kmh

所見なし

※　備考欄には、以下の①から③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こと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」。

平成28年3月1日

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)

石川労働局管内で使用する
事務用備品等及び監督・安
全衛生業務用備品の購入契
約

1 所見なし

石川労働局
支出負担行為担当官
笹川　康成
石川県金沢市西念3丁目4番1号

所見なし



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）

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)

（株）ビデオエイペックス
大阪府大阪市北区南森町2-3-

30
6120001069463 一般競争入札 2,172,108 1,508,544 69.5

1者

（株）島田商会
石川県金沢市広岡2‐1‐14

5220001003363 一般競争入札 822,921 389,664 47.4
1者

5
平成28年度　若年者地域連
携事業委託契約

石川労働局
支出負担行為担当官
笹川　康成
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成28年4月1日
石川県人材確保・定住推進機

構
石川県金沢市石引4-17-1

1700150049063 一般競争入札
（総合評価方式）

23,683,476 22,934,880 96.8
1者

所見なし 所見なし

6

平成28年度　専門家派遣・
相談等支援事業（石川県最
低賃金総合支援センター）
委託契約

石川労働局
支出負担行為担当官
笹川　康成
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成28年4月1日
石川県社会保険労務士会
石川県金沢市玉鉾2-502

8220005002169 一般競争入札
（総合評価方式）

13,302,910 7,002,180 52.6
1者

低入札 所見なし 所見なし

7
七尾地方合同庁舎外8施設
における清掃等業務委託契
約

石川労働局
支出負担行為担当官
笹川　康成
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成28年4月1日
太平ビルサービス(株)
石川県金沢市南町2-1

1220001003912 一般競争入札 9,947,882 9,879,840 99.3 7者
(他官庁との連名契約)

所見なし 所見なし

※　備考欄には、以下の①から③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こと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」。

4
各安定所におけるインター
ネット閲覧専用端末及び専
用プリンタの賃貸借等契約

石川労働局
支出負担行為担当官
笹川　康成
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成28年4月1日 所見なし 所見なし



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）

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)

8
金沢公共職業安定所外3施
設における交通誘導業務委
託契約

石川労働局
支出負担行為担当官
笹川　康成
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成28年4月1日
（株）メビウス

石川県金沢市北町丁20
9220001008111 一般競争入札 21,063,148 17,786,142 84.4 4者 所見なし 所見なし

9
石川労働局管内庁舎　建築
設備総合管理業務委託契約

石川労働局
支出負担行為担当官
笹川　康成
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成28年4月1日
太平ビルサービス(株)
石川県金沢市南町2-1

1220001003912 一般競争入札 10,213,365 9,720,000 95.2 4者
(他官庁との連名契約)

所見なし 所見なし

10

平成28年度 石川労働局管
内で使用する電子複写機
（キャノン製）保守及び消
耗品供給契約

石川労働局
支出負担行為担当官
笹川　康成
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成28年4月1日
(株)丸菱

石川県金沢市問屋町2-20
7220001006769 一般競争入札 12,270,450 12,270,034 100.0

2者
単価契約

モノクロ1枚 2.5円～
カラー1枚 22.0円～

所見なし

11
平成28年度　就職支援セミ
ナー業務委託契約

石川労働局
支出負担行為担当官
笹川　康成
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成28年4月1日
松村ビジネスサービス（株）

石川県金沢市広岡2-1-27
6220001006654 一般競争入札 6,825,988 5,289,840 77.5

1者
所見なし

12
平成28年度 求人情報誌配
送業務委託契約

石川労働局
支出負担行為担当官
笹川　康成
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成28年4月1日
赤帽石川県軽自動車運送

（協）
石川県金沢市古府3-150-2

4220005001414 一般競争入札 1,629,720 1,563,840 96.0
1者

所見なし 所見なし

※　備考欄には、以下の①から③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こと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）

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)

13
平成28年度　シニアワーク
プログラム地域事業委託契
約

石川労働局
支出負担行為担当官
笹川　康成
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成28年4月1日
（公社）石川県シルバー人材

センター連合会
石川県金沢市芳斉1-15-15

8220005007358 一般競争入札 24,386,000 24,196,405 99.2
1者

所見なし

14

平成28年度　訓練受講希望
者等に対するジョブ・カー
ド作成支援推進事業委託契
約

石川労働局
支出負担行為担当官
笹川　康成
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成28年4月1日
（一社）日本産業カウンセ

ラー協会
東京都港区新橋6-17-17

6010405001009 一般競争入札
（総合評価方式）

21,111,412 16,931,911 80.2 2者 所見なし

15

人材不足分野における人材
確保のための雇用管理改善
促進事業（啓発実践コー

ス）委託契約

石川労働局
支出負担行為担当官
笹川　康成
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成28年4月11日
（公財）介護労働安定セン

ター
東京都荒川区荒川7-50-9

8011505001433 一般競争入札
（総合評価方式）

7,114,989 7,001,471 98.4
1者

所見なし

16

人材不足分野における人材
確保のための雇用管理改善
促進事業（啓発実践コー

ス）委託契約

石川労働局
支出負担行為担当官
笹川　康成
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成28年4月11日
石川県社会保険労務士会
石川県金沢市玉鉾町2-502

8220005002169 一般競争入札
（総合評価方式）

7,114,989 6,781,320 95.3
1者

所見なし

※　備考欄には、以下の①から③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こと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

〔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
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)

1
金沢公共職業安定所
第２駐車場賃貸借契約

石川労働局
支出負担行為担当官
笹川　康成
石川県金沢市西念３丁目４番１号

平成28年4月1日 所有者 なし

庁舎の慢性的な駐車場不足を解消するためには、別の駐車場の確保が必要
不可欠であり、来所者の利便性及び駐車台数30台程度の条件を最適に満た
す敷地は当敷地のみであり、契約の性質が競争を許すものではなく、会計法
29条の3第4項に該当するため。

2,705,664 1,728,000 63.9 － 所見なし

2
石川労働局労働基準部
労災補償課分室　事務
室賃貸借契約

石川労働局
支出負担行為担当官
笹川　康成
石川県金沢市西念３丁目４番１号

平成28年4月1日
一般社団法人　石川県労働者
福祉協議会
石川県金沢市西念3-3-5

7220005000116

平成２８年１月から労災補償課分室を同一ビルに設置しているところであるが、
候補地周辺に使用可能な既存の公有建物がなかったことから、賃貸料が周辺
の物価価格よりも同等以下である同建物を選定したところである。
また、仮に移転するとした場合、システム等機器や備品の移設費等が発生し、
入居工事費用、原状回復費用等の経費が必要となるため、既存の同施設の
継続賃金の方がより経済的であることから、会計法第29条の3第4項に該当す
るため。

4,215,900 3,804,000 90.2 － 所見なし

社会福祉法人　金沢市社会福
祉協議会
石川県金沢市高岡町7-25

6220005001998

①「障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)実施要綱」（以下
「実施要綱」という。）の基準に照らして、障害者の就業支援の業務に必要な実
施体制、地域における支援ネットワークの構築状況、支援対象者の継続的な
確保の見通し、地元自治体の積極的な関与等について委託先として相応しい
と判断されること。
②実施要綱第４の規定により、石川県知事の指定・推薦を受けた団体であるこ
と。
③実施要綱第５の規定により、石川障害者職業センターの意見書により、実施
要綱の基準上の地域におけるネットワーク構築がなされていると認められる団
体であること。

24,656,000 22,943,000 93.1 －

社会福祉法人　こまつ育成会
石川県小松市桜木町96-2

9220005004313

①「障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)実施要綱」（以下
「実施要綱」という。）の基準に照らして、障害者の就業支援の業務に必要な実
施体制、地域における支援ネットワークの構築状況、支援対象者の継続的な
確保の見通し、地元自治体の積極的な関与等について委託先として相応しい
と判断されること。
②実施要綱第４の規定により、石川県知事の指定・推薦を受けた団体であるこ
と。
③実施要綱第５の規定により、石川障害者職業センターの意見書により、実施
要綱の基準上の地域におけるネットワーク構築がなされていると認められる団
体であること。

24,785,000 21,086,000 85.1 －

社会福祉法人　徳充会
石川県七尾市青山町ろ22

4220005005175

①「障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)実施要綱」（以下
「実施要綱」という。）の基準に照らして、障害者の就業支援の業務に必要な実
施体制、地域における支援ネットワークの構築状況、支援対象者の継続的な
確保の見通し、地元自治体の積極的な関与等について委託先として相応しい
と判断されること。
②実施要綱第４の規定により、石川県知事の指定・推薦を受けた団体であるこ
と。
③実施要綱第５の規定により、石川障害者職業センターの意見書により、実施
要綱の基準上の地域におけるネットワーク構築がなされていると認められる団
体であること。

14,362,000 14,362,000 100.0 －

※　備考欄には、以下の①から③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こと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)

平成２８年度　障害者就
業・生活支援センター事
業委託契約

石川労働局
支出負担行為担当官
笹川　康成
石川県金沢市西念３丁目４番１号

平成28年4月1日3 所見なし



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
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)

4
平成２８年度　高齢者活
躍人材育成事業委託契
約

石川労働局
支出負担行為担当官
笹川　康成
石川県金沢市西念３丁目４番１号

平成28年4月1日
公益社団法人　石川県シル
バー人材センター連合会
石川県金沢市芳斉1-15-15

8220005007358

①「高齢者活躍人材育成事業実施要領」（以下「実施要項」とい
う。）の基準に照らして、当該事業を実施する受託者として、地域高
齢者のシルバー派遣を前提とした支援業務に必要な実施体制、支
援対象者の継続的な確保の見通し等から、相応しいと判断されるも
の。
②高年齢者雇用安定法第42条第1項第3号の規定に基づき、臨時
的・短期的・軽易な業務に係る就業に必要な知識・技能の付与を目
的とした技能講習は、同法第41条及び第44条により都道府県知事
が指定したシルバー人材センター行うこととなっており、当シルバー
人材センター連合会が県内で指定された唯一の団体であること。

42,831,000 42,831,000 100.0 － 所見なし 所見なし

5
平成２８年度　地域若者
サポートステーション事
業委託契約

石川労働局
支出負担行為担当官
笹川　康成
石川県金沢市西念３丁目４番１号

平成28年4月1日
石川県人材確保・定住推進機
構
石川県金沢市石引4‐17‐1

1700150049063
会計法第29条の3第4項および予算決算及び会計令第102条の4第3号
(企画競争による選定) 18,000,000 17,997,725 100.0 － 新規 所見なし 所見なし

※　備考欄には、以下の①から③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こと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」。


