
(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 15 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 3 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 1 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。）

石川労働局公共調達監視委員会運営要綱第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２７年９月１７日（木）

審査の結果適正と判断された。

平成２７年１月１日から平成２７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

山崎　啓司　　社会保険労務士



平成２７年度第 1回 公共調達監視委員会議事録  

 
日 時：平成２７年９月１７日（木）１０時００分～ 
場 所：金沢駅西合同庁舎２階 共用第３会議室 
出 席：西井委員長、白石委員、山崎委員 
    石川労働局公共調達審査会 佐藤委員長（職業安定部長） 
    事 務 局（笹川総務部長、西村総務課長、米澤課長補佐、疋島・新濃会計係長） 
 
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２７年度の第１回目の公共調達監視委員会となります。 

本年度は本日を含め、２回の開催を予定しており、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。 

    社会保険労務士の山崎 啓司（やまざき けいじ）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。 

   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、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（総務課長補佐） 



    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が、今般、

当委員会の実情に合わせ、要綱の改正を行いましたので改正した部分について説明をさせてい

ただきます。  

 まず、第５条の定例会議の開催につきまして、石川労働局におきましては、例年２回の開催 

となっている実情に合わせ、これまで「原則年４回程度開催することするが審議対象件数等を 

勘案し、開催回数を決定する。ただし、年２回以上開催することとする。」となっていた条文を 

「審議対象件数等を勘案し、開催回数を決定するものとし、年２回以上開催することとする。」 

と改正しました。 

 次に、第６条の抽出の方法につきましても、１０件程度を審議するに当たり、抽出を事前に 

無作為抽出の方法で行っていることから実情に合わせ改正しました。 

    また、その際の抽出を事務局で行ってきたことから、第７条をその旨の記載に改正しました。 

 要綱につきましては、以上でございます。 

 さて、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２７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：石川労働局公共調達審査会の報告 

（資料・報告書に基づき説明） 

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７月２９日に開 
   催されましたので、その審議結果を御報告申し上げます。 

審査対象期間は平成２７年１月１日から平成２７年４月３０日で、審査契約件数は、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１５件 
物品・役務等の随意契約によるものが７件 
合計２２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。 
審査会での審査の結果、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 
石川労働局公共調達審査会で審議した案件の中から、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。 
競争入札分につきましては、№１、４、５、７、８、９、１３、１５ 

    随意契約分につきましては、№２、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・（２）公共工事に係る随意契約案件 

対象契約はなし 

（３）物品・役務に係る一般競争入札 

 ・№１「非常用備蓄品及び防災品の購入」 

  西井委員長：この契約は、消費期限が切れたものの入れ替えのための購入か。 
事務局： 備蓄品として、消費期限が切れたもの及び予算の関係で当初必要日数分を確保出来な 

かったものにつき、今回予算措置されたことから購入したものである。今後は、消費期

限が切れたものについてのみ購入していく予定にしている。 
  各委員： 特になし。 
 

・№４「平成２７年度 若年者地域連携事業にかかる委託契約」 

  事務局： 競争性を高めるため一般競争入札としたが、結果１者のみの応札。今後「Ａ」の等級 
      も含め等級を拡大していくことを考えている。 
  各委員： 特に意見なし。 
 

・№５「平成２７年度 再生ＰＰＣ用紙等の購入契約」 

事務局： 本年度、他官署も含めた共同調達で、当局が幹事官署となって契約を行った案件であ



る。 
  各委員： 特に意見なし。 
 

・№７「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」 

    事務局： 来所者が多いハローワークにおいて、交通誘導員を必要とする４施設における交通誘

導業務をまとめて調達している案件。 
  各委員： 特に意見なし。 
 

・№８「金沢公共職業安定所外４施設における機械警備業務委託契約」 

  山崎委員：予定価格と契約金額の差が大きいが。 
事務局： 予定価格には、新たに警備機器を設置し、契約終了時にはその機器を撤去することを

含んでいる。落札業者は平成２６年度契約業者と同一であり、設置、撤去に伴う費用が

不要なため低額となっているもの。このような状況があるので応札者も結果一者となっ

ている。 
  各委員： 特に意見なし。 
 

・№９「平成２７年度 石川労働局管内で使用する事務機器（キャノン製複写機等）保守及び消耗 

品供給契約」 

  山崎委員：落札率が 99.9％ 
  事務局： 落札業者は平成２６年度契約業者と同一で、予定価格は、その契約単価を参考に積算 
      した。あまり現状とかけ離れた金額で積算することもできず、結果としてはこうなった 

が、２者が応札しており、競争性はあるものと判断している。 
  各委員： 特に意見なし。 
 

・№１３「平成２７年度 求人情報誌配送業務委託契約」 

  西井委員長：ずっと一者が続いているのか。 
事務局：  一者応札が続いていることから、本年度から「Ａ」等級も入れ、全ての等級に拡大し 

たが一者であった。今後は、周知期間を延長する等の対策を検討している。 
各委員： 特に意見なし。 

 
 ・№１５「平成２７年度 石川労働局管内で使用する消耗品購入（単価契約）契約」  

  事務局： ２０２グループに分けグループごとに判定し契約業者を決定している。全部で９者と 
契約した。グループ分けにすることによりコスト削減につながっている。 

  西井委員長： 納入場所が多数あるが、配達してもらっているのか。 
  事務局： それぞれの納入場所へ配送する契約となっている。 
  各委員： 特に意見なし。 
   
（４）物品・役務に係る随意契約 

 ・№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」 



  事務局： 労災補償課分室は平成２３年７月より賃貸借した物件で、移転するとした場合に条件 
を満たす候補地や情報機器等の移転費及び現状回復費が必要となり、継続賃貸の方が経 
済的である等の理由から随意契約としている。 

       本年度は、北陸新幹線の開業等により、金沢駅近郊の地価が高騰し、前年度よりも契 
      約金額が高騰する結果となった。 
       値下げ交渉はしているが、賃貸料は下がらないため、今後は、賃貸料の安い所への移 

転等も視野に検討している。 
  各委員： 特に意見なし。 

 
・№５「平成２７年度 高年齢者活躍人材育成事業委託契約」 

  事務局： 本年度からの新規の委託事業。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、県内では当契約業者の公益社団法人石川県シルバー人材センター連合会が唯一 
相応しい団体と判断されることから、随意契約としている。 

 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は無い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等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。 

 

  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２７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

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」。

所見なし

3

4

平成２７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27年4月1日

平成２７年度　若年者地域連
携事業業務委託契約

金沢市古府１－６０

　　　４者（他官庁との連名契約）
単価契約
Ａ４　1枚0.472円（税抜）
Ａ３　１枚1.204円（税抜）
Ｂ４　１枚0.728円（税抜）　外

1,204,372

96.5

3,016,440

80.49,854,816

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者1
非常用備蓄品及び防災品の
購入

平成27年2月27日

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

ミドリ安全石川　株式会社

金沢市古府１－１１８

725,220 60.2

東京都港区芝公園２丁目６番地３号

9,284,538

一般競争入札
（総合評価方式）

一般競争入札

株式会社　にしき堂

22,925,160

7,924,234

石川県人材育成推進機構

一般競争入札

金沢市石引４－１７－１

所見なし

所見なし23,755,580

9,311,892

1者

所見なし2,764,800 91.7

99.7

　　　　　　２者
単価契約
基本料金1545.20円/kw月
使用電力
夏季　11.51円/kwh
その他10.52円/kwh

所見なし

所見なし

所見なし

２者

所見なし

デュプロ北陸販売　株式会社

株式会社　エネット

一般競争入札

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

金沢市福増町北１３００

一般競争入札

2
石川労働局管内各施設で使
用する丁合機等の購入設置
等

平成27年3月5日

平成27年度　再生ＰＰＣ用紙
等の購入契約

平成27年4月1日

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

5

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27年4月1日



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

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」。

所見なし9,419,155 ２者

太平ビルサービス　株式会社

金沢市南町２－１

株式会社　丸菱

10
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27年4月1日 一般競争入札

平成27年4月1日 一般競争入札

6

所見なし

8 1者

　　　　　　　　　　２者
単価契約
モノクロ１枚　2.5円（税抜）～
カラー１枚　　22円（税抜）～

一般競争入札

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27年4月1日

金沢市問屋町２－２０

セコム北陸　株式会社

7
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27年4月1日 一般競争入札 所見なし86.4

所見なし一般競争入札

小松市日の出町４－２３２

所見なし

9

平成２７年度　石川労働局管
内で使用する事務機器（キャ
ノン製複写機等）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

9,072,000 96.3

11,161,060

20,478,387

株式会社　ガード北陸

金沢市香林坊２－４－３０

金沢市南町２－１

４者

2,930,256 874,800

11,855,476

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)

11,160,623

29.9

94.7

17,693,640

11,232,000

所見なし

所見なし

所見なし

石川労働局外１０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27年4月1日

金沢公共職業安定所外４施
設における機械警備業務委
託契約

太平ビルサービス　株式会社

５者
（他官庁との連名契約）

99.9



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

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」。

所見なし

イワイ㈱　金沢市大手町１５－２２
㈱創文堂　金沢市入江２－５０
デュプロ北陸販売㈱
　　　　　　　　　金沢市福増町北１３００
㈱にしき堂　金沢市古府１－６０

平成２７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27年4月13日 一般競争入札 9,839,232

一般競争入札
平成２７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27年4月1日

金沢市芳斉１－１５－１５

所見なし

金沢市出雲町イ２１９

公益社団法人
石川県シルバー人材センター連合会

24,400,000 22,196,970 91.0

73.5

　　　　　　　　　　　９者
単価契約

7,235,503

１者

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27年4月1日

所見なし

99.5 １者 所見なし

99.8

金沢市広岡２－１－２７

松村ビジネスサービス株式会社

１者

平成２７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27年4月1日

赤帽石川県軽自動車運送協同組合

1,177,632 1,171,800 所見なし

14

13

一般競争入札 7,074,000 7,062,120 所見なし

一般競争入札

12

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27年4月1日

一般社団法人　石川県経営者協会

一般競争入札 5,800,000 5,778,000

金沢市尾山町９－１３

平成２７年度　就職支援セミ
ナー業務委託契約

所見なし99.6 １者
平成２７年度　生涯現役社会
実現環境整備事業委託契約

15

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)

11


