
(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

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 25 件

　　・審議件数 14 件

　　うち、契約金額が500万円以上の案件 9 件

②　随意契約によるもの

　　・審査対象件数 17 件

　　・審議件数 7 件

0 件

7 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。）

公共調達監視委員会活動状況報告書

石川労働局

　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２４年１１月２８日（水）

適正と審査された。

平成２４年１月１日から平成２４年４月３０日　契約締結分

西井　繁　　　弁護士　

関戸　秀次　　社会保険労務士

田中　晴人　　金沢学院大学教授　（欠席）

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



平成 24 年第 1 回 公共調達監視委員会議事録  

 

日 時：平成２４年１１月２８日（水）午前９時３０分 

場 所：金沢駅西合同庁舎５階 石川労働局会議室 

出 席：審査会委員（西井委員、関戸委員） 

    事 務 局（三田総務課長、前課長補佐、北村・木村会計係長） 

１．開 会 

  挨 拶：総務課長 

 

２．委員の紹介及び委員長の選出 

  委 員：西井 繁（弁護士） 

  委 員：関戸 秀次（社会保険労務士） 石川県社会保険労務士会副会長 

  委 員：田中 晴人（金沢学院大学教授） ※欠席 

・ 委員長（委員より互選にて選出） 

委員長に西井委員が選出 

 

３．石川労働局公共調達監視委員会設置要綱の説明 

  事務局より要綱の説明 

 

４．石川労働局公共調達審査会の報告 

  平成２４年８月９日に第１回公共調達審査会を開催。１月１日から４月３０日の期間における 

 契約種別、契約方法別に審査を受けた。対象案件と審査結果は「公共調達審査会活動状況報告書」 

 及び「公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果」のとおり。各委員からの指摘等の意見はな 

 く、「適正」と判断された。 

     【審査対象】 

       公共工事・競争入札：対象契約なし 

公共工事・随意契約：対象契約なし 

      物品役務・競争入札 

500 万円以上：6・9・10・11・12・13・17・19・20 

500 万円未満：2・15・16・23・24（抽出） 

      物品役務・随意契約 

              １者：7・8・9・10・11・12・13 

           

２．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・随意契約案件 

対象契約はなし 

 

 



（２）物品・役務に係る一般競争入札 

 ①予定価格 500 万円以上案件 

・№9「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」 

  ・事務局より審査調書にて当該契約について説明 

    質問：委員 

        石川局は１者応札だったが、他局の状況はどうか？ 

    回答：事務局 

        北陸電力管内の富山局も１者応札。他の地区では複数の応札があるようである。 

    質問：委員長 

来年は業者が加わるのか？ 

    回答：事務局 

問い合わせの段階。本省から電力の入札は早く行うよう指示されている。他業者 

への切り替えの場合設備の交換の期間が必要 

    質問：委員長 

送電線の切り替えも必要か？ 

回答：事務局 

現在契約している北陸電力からは、業者が変わる場合メーターの取り換えが必要 

と聞いている。変更には１ヶ月ほどかかるとのことで３月に入札していては間に 

合わないことになる。 

    意見：委員 

        業者が変わりやすくなるのはいいが、間に合わない、安定供給されないということ 

        では困る。他局から情報をもらうべきである。 

 

 

・№10「平成 24 年度 自動車燃料、施設燃料等購入契約（単価契約）」 

     ・事務局より審査調書にて当該契約について説明 

     ・ 質問：委員 

        予定価格金額の算定は？ 

        回答：事務局 

               市場価格を調査したうえで決めている。 

    意見：委員長 

        地域ごとに異なる業者で契約すると能登地方は高額になる。現在の仕組み以外やり 

        ようがないのではないか。価格の推移表があるとよいと思われる。 

     

 

・№17「平成 24 年度 就職支援セミナー業務委託」  

  ・事務局より審査調書にて当該契約について説明 

  ・ 質問：委員 

       テキストは業者が作成したものか？ 



    回答：事務局 

              業者の作成である。 

  ・ 質問：委員 

              内容については局から要望することがあるのか？ 

    回答：事務局 

              仕様書にあるとおりである。 

  ・ 質問：委員 

       他社が入札に参加しないとテキストの提出がないため比較ができない。 

       他局のものを見本としてもらうなど比較できる仕組みが必要なのでは。 

       内容は受注者にお任せで契約するまでがすべてにならないようにすべきでは？ 

    回答：事務局 

             利用者のアンケートなどから改善するようにしている。 

  

 

・№19「石川労働局管内庁舎清掃及び植栽維持管理業務委託」 

   ・事務局より審査調書にて当該契約について説明 

   ・質問：委員 

労働条件がどうなっているのか確認しているか。安いのはよいがこのような業態 

ではどうしても人件費に価格競争のしわ寄せがいくことになる。社労士会の労働条 

件審査を受けることを入札の条件とできないか。 

        法務局は委託業務（３年契約）をすべて対象としている。 

     回答：事務局 

        可能かどうか検討したい。 

               

 

・№20「金沢公共職業安定所外２箇所交通誘導業務委託」 

  ・事務局より審査調書にて当該契約について説明 

・ 意見：委員長 

      清掃同様に落札率が低い状況、同じ心配があると思われる。 

     

        

②予定価格 500 万円未満案件（委員による無作為抽出） 

・№16「平成 24 年度 給与等システムプログラムの使用許諾、ソフトウェアサポート及びハード

保守契約」 

  ・事務局より審査調書にて当該契約について説明 

・ 質問：委員 

     応募は１者のみが続いている、保守のみ価格か？ 

     回答：事務局 

      職員が操作をしているため人件費は含まない。 



・ 質問：委員 

      他局もこのシステムを使用しているのか？ 

   回答：事務局 

      専用に開発されたもので９割の局が使用している。ただし１年後くらいに本省の 

給与システムへ変更予定である。 

           

 

・№23「平成 24 年度 一般定期健康診断及び定期特殊健康診断業務委託契約」 

 ・事務局より審査調書にて当該契約について説明 

・ 質問：委員 

参加業者は県内業者としているのか？ 

   回答：事務局 

       県内に限っていないが、各庁舎へ赴き会場設営し健康診断を行うこととしているので 

       実質県内業者のみの応募となっている。 

・ 質問：委員 

   業者が変わると履歴はどうなるのか？ 

回答：事務局 

   検診項目は満たしているが個人票の様式も変更となる。履歴は個人で管理していると 

   考えるしかない。結果のフォローを考えると同じ業者が続くほうが望ましい。 

・ 質問：委員長 

   これだけ多地域、多項目を行うとなると他にできる業者は少ないのでは？ 

回答：事務局 

   検診機関へ職員が出向くかたちならあると思うが、業務の都合もあり各庁舎で受診 

   せざるを得ない。対応できる業者は少ないかもしれない。 

 

 

・№24「平成 24 年度 新規購入複合機 11 台の保守及び消耗品供給契約」 

 ・事務局より審査調書にて当該契約について説明 

・ 質問：委員 

カラーコピーは必要かもしれないが単価が高い？ 

   回答：事務局 

       カラーコピーは各所属１台か２台としている。また極力モノクロコピーをするよう 

       に指示している。パソコンの印刷時設定も２色として節約に努めている。 

・ 質問：委員 

   すべて紙ベースで保存しないとならないのか？ペーパーレスにすればスペースもい 

らなくなるが？ 

回答：事務局 

   基本的には紙にて保存することとなっている。 

    



 

（３）物品・役務に係る随意契約 

 ①新規案件 

・№10「平成 24 年度 希望者全員６５歳雇用確保委託契約」 

  ・事務局より審査調書にて当該契約について説明 

・質問：なし 

・№11「平成 24 年度 シニアワークプログラム地域事業委託契約」 

  ・事務局より審査調書にて当該契約について説明 

・質問：委員長 

    すべての契約のなかで も高額か？以前から行われている事業か？ 

回答：事務局 

    １番高額である。以前は２つに分かれていたが続いている事業である。 

  

  

３．総 括 

・事務局 

審査内容より、改善すべき意見等がないものとして審議結果（所見）をホームページでの公表

及び公共調達委員会へ報告してよろしいか。 

 ・委 員 

   異議なし 

 

４．閉 会 

 



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

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)

※　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が、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。

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

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)

※　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が、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。

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

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)

※　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が、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。

4,136,997 41.4

1,971,165 1,690,500

一般競争入札

非常用備品等購入 平成24年2月21日

株式会社　創文堂

金沢市入江2-50

石川労働局
支出負担行為担当官　加藤　博之
石川県金沢市西念3丁目4番1号

金沢市上堤町2-33

1,197,000

4,609,500

石川労働局
支出負担行為担当官　加藤　博之
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成24年2月20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)

1

「平成２４年度　雇用保険業務
冊子・用紙（受給資格者のしお
りほか１２種）及び「ハローワー
クガイドブック」の印刷作成

平成24年2月10日

石川労働局
支出負担行為担当官　加藤　博之
石川県金沢市西念3丁目4番1号

一般競争入札
株式会社　ハクイ印刷 他１
羽咋市南中央町ユ83-51

3,741,900 2,249,089

3
金沢労働基準監督署　電話設
備更新作業

4

扶桑電通株式会社　金沢営業所

一般競争入札

一般競争入札

9,982,245一般競争入札5
石川労働局内で使用するデジ
タル複合機１１台購入

平成24年2月24日
株式会社　丸　菱
　
金沢市問屋町2-20

石川労働局
支出負担行為担当官　加藤　博之
石川県金沢市西念3丁目4番1号

85.8

1,018,500 85.1

4,124,400 89.5

所見なし2
金沢公共職業安定所　冷温水
機液面制御装置等修繕作業

平成24年2月20日

株式会社　山森工業石川労働局
支出負担行為担当官　加藤　博之
石川県金沢市西念3丁目4番1号

金沢市東蚊爪町1-76-4

60.1



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)

※　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が、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。

7,402,520 6,482,364 87.6

石川労働局会議用机・椅子購
入

単価契約
年間見込額
6,062,553円

98.6
平成24年度　自動車燃料、施
設燃料等購入契約（単価契
約）

平成24年4月2日

石川県石油販売協同組合

10 所見なし

金沢市小金町3-31

766,500 39.7一般競争入札

882,000

単価契約
年間見込額

10,139,904円

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

8
七尾地方合同庁舎外２箇所
昇降機保守点検業務

9
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

平成24年4月2日

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成24年4月2日

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

エス・イー・シーエレベータ株式会
社
北陸支店

金沢市広岡2-1-27

1,428,000

石川労働局
支出負担行為担当官　加藤　博之
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成24年2月27日

石川労働局
支出負担行為担当官　加藤　博之
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成24年3月9日

6 石川労働局用備品購入

7

株式会社　山岸製作所

一般競争入札

一般競争入札

一般競争入札

金沢市下本多町六番丁11番地

北陸電力株式会社　石川支店

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)

所見なし

61.8

一般競争入札

所見なし

「1者」

「1者」

「1者」

単価契約
年間見込額

10,139,063円
99.9

北陸通信工業株式会社 他３
金沢市問屋町1-57

1,932,210

金沢市尾山町9-25

単価契約
年間見込額
6,148,191円



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)

※　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が、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。

11

平成２４年度　石川労働局管
内で使用する事務機器（キヤノ
ン製複写機）保守及び消耗品
供給契約

13

平成２４年度　石川労働局管
内で使用する事務機器（リコー
製複写機）保守及び消耗品供
給契約

平成24年度　局・署・所で使用
する消耗品（単価契約）

所見なし

「1者」 所見なし

所見なし「1者」

単価契約
年間見込額
6,232,413円

99.0

単価契約
年間見込額
3,525,265円

平成24年4月2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
支出負担行為担当官　加藤　博之
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成２４年度　石川労働局管
内で使用する事務機器（富士
ゼロックス製複写機）保守及び
消耗品供給契約

平成24年4月2日

所見なし

単価契約
年間見込額
1,420,511円

金沢市広岡1-13-22

一般競争入札

株式会社丸菱

金沢市問屋町2-20

単価契約
年間見込額
1,400,263円

一般競争入札

一般競争入札

金沢市中橋町11-18

83.5

15

石川労働局
支出負担行為担当官　加藤　博之
石川県金沢市西念3丁目4番1号

石川労働局
支出負担行為担当官　加藤　博之
石川県金沢市西念3丁目4番1号

99.1

12
平成24年度　石川労働局で使
用する再生コピー用紙購入

14

平成24年4月2日

平成24年4月9日

石川労働局
支出負担行為担当官　加藤　博之
石川県金沢市西念3丁目4番1号

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成24年4月9日
19,113,602円 15,964,490円

「1者」

単価契約
＠付箋紙

１３７円57パッ
ク

単価契約
＠A4１箱
1,070円
4,200箱

リコージャパン株式会社中部営業
本部
石川支社

一般競争入札
単価契約

年間見込額
3,525,265円

富士ゼロックス北陸株式会社

単価契約
年間見込額
6,256,882円

5,551,612円 75.4

100.0

アドニス　株式会社他９
　　金沢市芳斉1-3-3

株式会社　にしき堂　他１
金沢市古府1-60

7,359,975円一般競争入札



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)

※　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が、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。

18

16

金沢市広岡2-1-27

石川労働局管内庁舎　清掃及
び植栽維持管理業務委託

金沢公共職業安定所外２箇所
交通誘導業務委託

七尾地方合同庁舎外２合同庁
舎機械設備等保守管理業務
委託

27.2

所見なし「1者」

低入札

一般競争入札

所見なし

72.8

所見なし

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
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成２４年度　給与等システム
プログラムの使用許諾、ソフト
ウェアサポート及びハード保守
契約

平成24年4月2日

一般競争入札

一般競争入札 2,311,381 2,244,060 「1者」97.1 所見なし

低入札8,340,150

10,391,640

76.4

67.7

コンピュータ・システム　株式会社

京都市上京区六軒町通元誓願寺
上ル玉屋町226-3

小松市日の出町4-232

仙台市宮城野区原町5-8-47

金沢市若宮町ホ4-4

一般競争入札

株式会社　ガード北陸

一般競争入札

1,667,4002,289,000

15,340,500

19

平成２４年度就職支援セミナー
業務委託

90.2

松村ビジネスサービス　株式会社

7,402,500

平成24年4月2日

金沢市上堤町1-23

6,678,000

一般競争入札

3,129,000

有限会社　グリダー企画

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成24年4月9日

平成24年4月2日

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

ブイファッション仙台株式会社

17

20

21

セコム北陸株式会社

平成24年4月2日

石川労働局
支出負担行為担当官　加藤　博之
石川県金沢市西念3丁目4番1号

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

金沢公共職業安定所外４箇所
機械警備業務委託

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成24年4月2日

10,920,000

850,500



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)

※　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が、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。

55.8

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)

1,029,000

69.5

「1者」 所見なし

所見なし
単価契約年間

見込額79.3

1,521,807

100.03,443,995

金沢市神野町東115

平成２４年度　新規購入複合
機
１１台の保守及び消耗品供給
契約

平成24年4月2日

株式会社  丸菱

金沢市問屋町2-20

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

一般競争入札 2,188,995

24

25

平成24年4月2日

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

一般競争入札平成24年4月9日

財団法人　石川県予防医学協会

小西紙店印刷所

金沢市駅西本町5-2-1

23

22

金沢市古府3-12

平成24年4月25日
平成２４年度　石川労働局およ
び各署所用封筒印刷作成

金沢公共職業安定所　空調設
備保守点検業務委託

平成２４年度　一般定期健康
診断及び定期特殊健康診断
業務委託契約

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

3,443,995

1,843,800

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

一般競争入札

北菱設備システム　株式会社

一般競争入札

3,896,140 3,091,200



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

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)

※　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が、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

1,200,000

1,764,000 1,764,000

100.0924,000 924,000

4,634,784 4,634,7844
キャリアアップハローワー
ク金沢　事務室賃貸借

平成24年4月2日

金沢市高岡町22-16

平成24年4月2日

社団法人　石川県労働者福
祉協議会

金沢市西念3－3－5

金沢市青草町８８

青草辻開発株式会社

平成24年4月2日

恵比須商事（株）

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)

2
白山公共職業安定所第
２駐車場賃貸借契約

平成24年4月2日

1
金沢公共職業安定所第
２駐車場賃貸借契約

平成24年4月2日

5
金沢公共職業安定所第
３駐車場賃貸借契約

3
石川労働局職業対策課
事務室賃貸借

100.0

根拠：会計法29条の3第4項
理由：来所者の利便性を考慮し庁舎近隣
で一定の広さ（駐車３０台程度）を有し一
括借上げが可能な物件は当敷地のみで
あることから、契約の性質が競争を許すも
のではないと認められるため

2,112,000 2,112,000

根拠：会計法29条の3第4項
理由：庁舎の慢性的な駐車場不足を解
消するために別の駐車場の確保が必要
不可欠であり、来所者の利便性を考慮し
庁舎近隣（半径300ｍ）で一定の広さ（駐
車１０台程度）を有し一括借上げが可能
な物件は契約相手先が管理する物件の
みであったことから、契約の性質が競争
を許すものではないと認められるため

根拠：会計法第29条の3第4項
理由：当該事務室は、平成21年9月より助
成金等の支給決定事務処理を行なうた
めに賃貸借した物件で、周辺施設より安
価であること、移転とした場合に情報機
器等の移設費及び事務室原状回復費が
必要となり継続賃貸借の方が経済的であ
ることから、契約の目的が代替性のない
特定位置、構造又は性質のものであるた
め
根拠：会計法第29条の3第4項
理由：既存施設内の併設が困難な状況
であるため、利用者の利便性、入居する
関係機関との連携した協力体制で業務
実施が可能であること、同地域での事務
所賃貸料が安価であることから、当該場
所が 適と判断できるため。

100.0

100.0

白山市土地開発公社

100.0

根拠：会計法29条の3第4項
理由：来所者の利便性を考慮し庁舎近隣
で一定の広さ（駐車２５台以上）を有し一
括借上げが可能な物件は当物件のみで
あることから、契約の性質が競争を許すも
のではないと認められるため

白山市倉光2-1

所有者

1,200,000



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

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)

石川労働局

支出負担行為担当官　城井　裕司

石川県金沢市西念3丁目4番1号

※　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が、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

「１者」

5,118,900

100.0 「１者」

100.0

6,426,000

29,598,000

100.0 所見なし

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

6,426,000
根拠：会計法29条の3第4項
理由：企画競争による選定

所見なし

「１者」 所見なし100.0

所見なし

根拠：会計法29条の3第4項
理由：企画競争による選定

19,400,000 19,400,000

金沢市玉鉾2-502

6
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　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

東京都中央区京橋2-4-12

平成24年4月9日

金沢市鞍月東2-48

（財）石川県林業労働対策基
金

石川県社会保険労務士会

金沢市石引4-17-1

石川県人材育成推進機構

平成24年4月2日

株式会社第一ビルビルディン
グ

平成24年4月9日

（社）石川県医師会

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)

7
平成２４年度「地域産業
保健事業」委託契約

根拠：会計法29条の3第4項
理由：企画競争による選定

29,598,000

平成24年4月2日

9
平成２４年度「地域林業
雇用改善促進事業」委
託契約

平成24年4月9日

8
平成２４年度「若年者地
域連携事業」委託契約

10
平成２４年度「希望者全
員６５歳雇用確保達成事
業」委託契約

「１者」

金沢市東蚊爪町1-23-1

根拠：会計法29条の3第4項
理由：企画競争による選定

3,865,964 3,865,964 100.0

根拠：会計法第29条の3第4項
理由：当該分室は、平成23年7月より同一
ビルに設置しているが、設置にあたって
は利用者の利便性・交通アクセスや業務
運営を円滑に行える基準面積を考慮した
うえで、候補地周辺に使用可能な既存の
公有施設がなかったことから同物件を選
定したもの。移転とした場合に機器等の
移設費及び事務室原状回復・入居費用
が必要となり継続賃貸借の方が経済的で
あることから、契約の目的が代替性のな
い特定位置、構造又は性質のものである
ため

5,118,900



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

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)

※　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が、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。

1,815,450

1,815,450

100.00

100.00

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

100.0

所見なし

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
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

「１者」

「１者」

所見なし「１者」

16,086,000 100.0016,086,000

63,999,939 100.0

所見なし

根拠：会計法29条の3第4項
理由：企画競争による選定

7,352,9407,352,940

63,999,939

1,815,450

1,815,450

平成24年4月2日

根拠：会計法29条の３第4項
理由：本事業の実施要領の基準に照らして、障
害者就職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、地方自治体か
らの積極的な関与等と石川県知事より推薦を受
けた団体であること、さらに本事業の事務手引
きに基づく石川障害者職業センターの意見書
より実施要綱の基準上地域におけるネットワー
ク構築がなされている団体は、当該者のみと認
められるため

根拠：会計法29条の3第4項
理由：企画競争による選定

金沢市高岡町7-25

石川県社会保険労務士会

金沢市玉鉾2-502

社会福祉法人
金沢市社会福祉協議会

平成２４年度「中小企業
相談支援事業」委託契
約　（小松市・羽咋市）

平成２４年度「中小企業
相談支援事業」委託契
約　（金沢市）

13

平成24年4月9日

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

12

平成24年4月9日

（社）石川県シルバー人材セ
ンター連合会

金沢市芳斉1-15-15

石川県社会保険労務士会

根拠：会計法29条の3第4項
理由：企画競争による選定

11
平成２４年度「シニアワー
クプログラム地域事業」
委託契約

金沢市玉鉾2-502

14
平成24年度「障害者就
業・生活支援センター事
業」業務委託

平成24年4月2日



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

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)

※　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が、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

石川労働局
支出負担行為担当官　城井　裕司
石川県金沢市西念3丁目4番1号

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)

15
平成24年度「障害者就
業・生活支援センター事
業」業務委託

平成24年4月2日

社会福祉法人　こまつ育成会

根拠：会計法29条の３第4項
理由：本事業の実施要領の基準に照らして、障
害者就職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、地方自治体か
らの積極的な関与等と石川県知事より推薦を受
けた団体であること、さらに本事業の事務手引
きに基づく石川障害者職業センターの意見書
より実施要綱の基準上地域におけるネットワー
ク構築がなされている団体は、当該者のみと認
められるため

11,933,000 11,933,000

小松市桜木町96番地2

100.00

16
平成24年度「障害者就
業・生活支援センター事
業」業務委託

平成24年4月2日

社会福祉法人　徳充会

七尾市青山町ろ部22

根拠：会計法29条の３第4項
理由：本事業の実施要領の基準に照らして、障
害者就職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、地方自治体か
らの積極的な関与等と石川県知事より推薦を受
けた団体であること、さらに本事業の事務手引
きに基づく石川障害者職業センターの意見書
より実施要綱の基準上地域におけるネットワー
ク構築がなされている団体は、当該者のみと認
められるため

11,951,000 11,951,000 100.0

17
東芝テック製複写機保
守契約

平成24年4月2日

東芝テック　株式会社

金沢市西念1-17-9

根拠：予算決算及び会計令第９９条の２
理由：一般競争入札公告、再度公告によ
る入札が不調（入札参加者なし）に終
わったため

1,492,470 1,492,470 100.00


