
(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 5 件

　　・審議件数 4 件

　　うち、契約金額が500万円以上の案件 0 件

②　随意契約によるもの

　　・審査対象件数 1 件

　　・審議件数 1 件

0 件

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。）

適正と審査された。

平成２４年５月１日から平成２４年１２月３１日　契約締結分

西井　繁　　　弁護士　

山崎　啓司　　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

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２５年３月１９日（火）



平成 24 年第 2 回 公共調達監視委員会議事録  

 

日 時：平成２５年３月１９日（火）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、山崎委員） 

    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：山崎 啓司（社会保険労務士） 石川県社会保険労務士会 常任理事 

  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２５年３月１３日に第２回公共調達審査会を開催。５月１日から１２月３１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：随意契約：対象契約なし 

500 万円未満：2・5・8・11・12（無作為抽出） 

      物品役務・随意契約 

          新規：1 

  

 

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 

対象契約はなし 

 

 

②予定価格 500 万円未満案件（委員による無作為抽出） 

・№２「平成２４年度 石川労働局所有官用車の車検及び定期点検業務」 

  ・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 

入札参加資格は通常この予定価格だとＢ，Ｃ，Ｄとの説明であったがＡ等級を加える

ことに問題はないのか？  

   回答：事務局 

      別件で３等級では入札不調となり監査指導室へ確認し、Ａ等級を加えた事例がある。

この案件については起案の段階でＡ等級を加える理由が明確にされており、公正な手

続きがとられており妥当であると考えている。 

・ 質問：委員長 

      参加業者はＡ等級のみだったのか？ 

   回答：事務局 

      Ａ、Ｂ各１社であった。 

       

 

・№５「平成２４年度 第１回 消耗品（単価契約外）購入」 

  ・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 

       分類することで数多くの業者が参加できるということだが、分類すれば予定価格が安

価になり入札対象にしないこともできるのではないか？ 

回答：事務局 

監査指導でも同様のお話があったが、多くの業者の参加により競争性が働き安価に調

達ができているため現時点ではこのままが望ましいと考えている。 

品目が多いため入札の準備が煩雑で時間がかかるため、今後の検討課題としたい。 

       

 

・№８「特別加入データ入力等業務一式委託」 

  ・事務局より審査調書にて当該契約について説明 

・ 質問：委員長 

      紙データからシステムへの移行するための入力作業であるが、情報管理の問題はない  

のか？ 

   回答：事務局 

      契約書第１３条で守秘義務等の項目を明記している。 



・№11「石川労働局管内庁舎 消防設備改修作業」 

  ・事務局より審査調書にて当該契約について説明 

・質問：特に意見なし 

 

 

・№12「輪島公共職業安定所能登出張所で使用する官用車１台（バン）の交換一式」 

 ・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 

予定価格が１００万程度であったから参加資格をＢ，Ｃ，Ｄの３等級したということ

だが、№２の調達では初めからＡ等級を加えているので取扱を統一したほうがよいの

ではないか？ 

小規模のところでは余計に高くつく可能性が高い、自動車などは初めからＡ等級も 

含められるよう本省に確認してはどうか？ 

   回答：事務局 

       統一したほうがよいと考えられ、確認したい。 

 

 

（３）物品・役務に係る随意契約 

 対象契約はなし 

 

        

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)

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

※　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

3
平成24年度 第1回 消耗品(単価
契約 以外)購入

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年度下半期 雇用保険関
係各種冊子(受給資格者のしおり
ほか2種)の印刷作成

所見なし81.3

所見なし

No.5 雑品類

No.6 特注品

No.2 トナー類
(2)

No.3 ＯＡ機器
類

2

株式会社 北陸スタッフ

No.1 トナー類
(1)

63.3

平成24年6月13日 一般競争入札

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 一般競争入札

石川トヨタ自動車 株式会社

金沢市御影町3-1

平成24年度 石川労働局所有官
用車の車検及び定期点検業務

平成24年5月11日 1,285,360 1,044,910

平成24年6月25日

株式会社 ハクイ印刷

羽咋市南中央町ユ83-51

1,089,253一般競争入札 1,674,393

5
特別加入データ入力等業務一式
委託

平成24年9月21日

株式会社 コスモビジネス

金沢市示野中町2-113

1,247,400

金沢市本多町3-2-1

一般競争入札 3,496,500 74.52,604,000

No.4 事務用品
類

第1回合同就職面接会会場設営
等

平成24年5月31日 一般競争入札 1,971,900

所見なし

イワイ 株式会社 他３
金沢市大手町15-22

1,234,807 1,117,735 90.5

65.1



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)

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

※　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」。

北陸通信工業 株式会社

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)

一般競争入札 1,873,935

金沢市問屋町1-57

7
輪島公共職業安定所能登出張所
で使用する官用車1台(バン)の交
換購入一式

平成24年10月23日

石川日産自動車販売 株式会社

6
石川労働局管内各庁舎　消防設
備改修作業

平成24年10月18日 1,029,000 54.9 所見なし

「１者」 所見なし

金沢市若宮町ホ47

一般競争入札
(総合評価）

1,053,775 894,630 84.9



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」。

098.0

白山公共職業安定所に隣接してお
り、庁舎周辺において来所者の利便
性を考慮した半径200mの範囲で、
かつ、２５台以上の広さを有し、購入
できる物件が同物件以外にないこと
から、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。

44,900,000 44,000,0001
「白山公共職業安定所
第２駐車場」に係る土地
購入

平成24年12月4日

白山市土地開発公社

白山市倉光2-1

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


