
(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 12 件

　　・審議件数 5 件

　　　　うち、契約金額が500万円以上の案件 3 件

　　　　うち、参加者が一者しかいないもの 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

②　随意契約によるもの

　　・審査対象件数 8 件

　　・審議件数 5 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 2 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２６年９月３０日（火）

審査の結果適正と判断された。

平成２６年１月１日から平成２６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２６年度第 1回 公共調達監視委員会議事録  

 
日 時：平成２６年９月３０日（火）１４時００分～ 
場 所：金沢駅西合同庁舎６階 共用第１会議室 
出 席：西井委員長、白石委員、山崎委員） 
    事 務 局（西村総務課長、米澤課長補佐、井上・山本会計係長） 
１．開会 

  挨 拶：総務課長 
石川労働局総務課長の西村でございます。 

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ご出席いただきあり 

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 

ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

本日は、平成２６年度の第１回目の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、調達内容のご審議をお願いい 

たしたく存じますので、よろしくお願い申し上げます 

２．委員の紹介及び委員長の選出（総務課長補佐） 
  それでは、本日ご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。 

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ご報告申し上げます。 

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、皆様のご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） 

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．石川労働局公共調達監視委員会設置要綱の説明 
  事務局：要綱の説明 

それでは、ご審議いただく前に、当委員会の目的、役割等について、資料「石川労働局公共調 

達監視委員会設置要綱」に基づき、概略をご説明申し上げます。 

   石川労働局では、物品の購入や役務の調達、公共工事等、いろいろな公共調達が行われており 

ます。 



委員会の目的は、これらの調達に伴い、石川労働局が締結する契約が適正に行われるよう監視 

することでございます。 

また、委員会の事務としまして、第２条に４点書かれておりますが、時間の関係上、説明は省 

略させていただきます。 

委員は、原則３名となっており、任期は１年で、平成２６年９月１日から平成２７年８月３１ 

日の１年間となっております。 

   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４回程度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、今年度におきましても、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２６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。 

 本日ご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、８ 

月６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ご説明申し上げます。 

 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。 

 
４．石川労働局公共調達審査会の報告 
  事務局：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８月６日に開催さ 

れましたので、その審議結果をご報告します。 
石川労働局公共調達審査会の 
第１回目は 
審査対象期間は平成２６年１月１日から平成２６年４月３０日 
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１２件 
物品・役務等の随意契約によるものが８件 
合計２０件でございました。 

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、意見はございませんでした。 

  
５．審議案件の抽出 

    事務局：抽出について説明 

    抽出件数は要綱第６条により１０件程度とします。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とりたいと思いますので、あらかじめ事務局でクジ引きにより、石川労働 
局公共調達審査会で審議した案件の中から、 
競争入札分について№１、３、５、６、８の５件 

    随意契約分について№１、２、３、４、８の５件をとりあえず抽出しました。 
これらの他に特に審議が必要と思われる案件があれば、加えることといたしますが、如何でし

ょうか。 

   （特になし） 

   無いようでしたら、抽出しました１０件についてご審議をお願いいたします。 

 

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・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「石川労働局管内で使用するデジタル複合機１０台購入」 

  事務局： 落札率が 46.4％と低くなっている。事業者は保守管理を期待して本体価格が市場価格

の２割程度の見込みとしている。過去の実績も踏まえかなり価格が抑えられる見込みで

予定価格を設定したが予想以上に価格を落としてきた。なお保守契約は単年度ごとに調

達しているが、代理店契約等の問題があり、結果的に保守業者はここ数年同一業者との

契約となっている。 
各委員： 特に意見なし。 

 
・№３「金沢公共職業安定所外４箇所機械警備業務委託契約」 

  事務局： 落札率が 28.7％と低くなっている。予定価格には警備システムにかかる機材設置費用

等も含まれているが、落札業者は平成２５年度契約業者と同一であり、この辺の費用が

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。 
   

・№５「石川労働局管内庁舎清掃及び植栽維持管理業務委託契約」 
  事務局： 県内 12 施設の清掃・植栽維持管理業務をまとめて調達している案件。8 者の応札があ

り、落札率は 93.1％。 
 
  西井委員長： 清掃作業が実施されたかの確認はどのような方法で行っているか。 



  事務局： 各所属の検査担当職員による検査をもって確認している。 
   
・№６「金沢公共職業安定所ほか３箇所駐車場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で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。5 者の応札があり、落札率は 66.8％。 
 
  各委員： 特に意見なし。 
  
・№８「平成２６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： ２００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８者と 
契約した。事務にかかる手間は大きいが、各業者さんも種類により得意不得意がるため 
グループ分けにすることによりかなりのコスト削減につながっている。 

  西井委員長： 予定価格の積算は１個１個行っているのか 
  事務局： 調達品目１個１個について価格調査を行いグループごとに予定価格を積算してい 

る。 
   
（３）物品・役務に係る随意契約 

 №１「金沢公共職業安定所第２駐車場賃貸借契約」 

  事務局： 慢性的に駐車場が不足しているため、庁舎から近く、32 台分をまとめて借りることが

できる駐車場を年間契約している。借料については毎年度価格交渉を行っている。 
 

西井委員長： 当該調達の予定価格は路線価や地価等を考慮して積算しているのか。近年、周辺 
の地価は下落が続いているが。 

事務局： 前年度までの契約実績及び周辺相場から積算している。 
 

№２「石川労働基準部労災補償課分室 事務室賃貸借契約」 

  事務局： 労災診療費の審査業務等が国に集中化され、それまで業務を委託していた（財）労災

保険情報センターが当時入居していた事務室を引き続き国が賃借することとなった経緯

がある。 
       合同庁舎等に空きがあれば移転を検討することとなるが、合同庁舎等の空きがないた

め、平成 23 年以降、現在まで同事務室を賃借しているもの。 
 
  各委員： 特に意見なし。 

 
№３「平成２６年度 若年者地域連携事業にかかる委託契約」 

  事務局： 企画競争による選定。１者の応募があり審査会を経て最終的に当該業者と契約。 
  各委員： 特に意見なし。 
 

№４「平成２６年度 医療労務管理相談コーナー事業にかかる委託契約」 



  事務局： 企画競争による選定。１者の応募があり審査会を経て最終的に当該業者と契約。 
  各委員：特に意見なし。 
 
 

№８「平成２６年度 障害者就業・生活支援センター事業にかかる委託契約」 

事務局： 実施要綱の基準に照らし、かつ実施要綱第４、５の規定による県知事の推薦及び、 
石川障害者職業センター長の意見書から妥当と判断される事業者と随意契約をしてい

る。委託事業者は 
金沢地区：社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会 
加賀地区：社会福祉法人 こまつ育成会 
能登地区：社会福祉法人 徳充会 

   各委員： 特に意見なし。 

 

７．石川労働局長が必要と認めた案件の審議 

   今回は石川労働局長が必要と認めた案件は無いことをご報告いたします。 

 

８．直近の随意契約見直し計画の進捗状況 

   案件は全て競争入札又は公募方式に移行しておりますので、報告事項はございません。 

 

９．意見の具申又は勧告 

   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。 

   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、改善すべき点はございましたでしょうか。 

 

  各委員： 特になし。 

  事務局： 本日の結果等につきましては、中央公共調達監視委員会へ報告させていただきます。 

 

10・閉会 

   以上をもちまして、平成２６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、ご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

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

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

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」。

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

一般競争入札 ８者5

石川労働局管内
庁舎清掃及び植
栽維持管理業務
委託契約

93.1平成26年4月1日

46.49,387,252

75.5

9,275,723 9,117,770

10,395,000

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)

６者1

石川労働局管内
で使用するデジタ
ル複合機１０台購
入

平成26年2月28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

株式会社　丸菱

一般競争入札 4,352,355

金沢市問屋町２－２０

太平ビルサービス　株式会社

所見なし

北菱設備システム　株式会社

金沢市香林坊２－４－３０

金沢市古府３－１２

所見なし9,676,800

金沢市南町２－１

1,630,800

3,045,600

4者

所見なし

1,231,200

98.3

874,800 28.7 1者

所見なし

所見なし

所見なし

　　　2者
単価契約
基本料金1505.20円/kw月
使用電力
夏季　11.47円/kwh
その他10.47円/kwh

所見なし

所見なし

株式会社　エネット

セコム北陸　株式会社

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26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

東京都港区芝公園２丁目６番地３号

平成26年4月1日

一般競争入札

一般競争入札

2

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26年4月1日

3

金沢公共職業安
定所外４箇所機械
警備業務委託契
約

金沢公共職業安
定所機械設備保
守点検業務委託
契約

4

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



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」。

アドニス㈱　金沢市玉川町１－５
イワイ㈱　金沢市大手町１５－２２
㈱創文堂　金沢市入江２－５０
㈱タナカジム　金沢市天神町1-13-8
デュプロ北陸販売㈱
　　　　　　　　　金沢市福増町北１３００
(有)文宝堂　金沢市神宮寺1-16-6
㈱にしき堂　金沢市古府１－６０
㈱オフィスシステムキタノ
　　　　金沢市駅西本町３－１４－４８

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)

所見なし一般競争入札

6,198,604

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26年4月1日 一般競争入札 所見なし6,348,240

           4者
単価契約
Ａ４　１箱　1150円
Ａ３　１箱　1380円
Ｂ４　１箱　2500円
Ｂ５　１箱　860円

株式会社　創文堂

金沢市入江２－５０

所見なし

6,118,200 96.4

8 10者一般競争入札

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

9

４者10,919,858

所見なし91.8

            １者

単価契約
ガソリン　150円～156円(1ℓ)
オイル   1500円(1ℓ)
タイヤ交換 800円(1回)
灯油      110円(1ℓ)

7

平成２６年度自動
車燃料、施設燃料
等購入（単価契
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26年4月1日

9,007,465 6,818,365 75.7

6

平成26年4月1日

5,691,288

16,355,520 66.8

所見なし

所見なし

金沢公共職業安
定所ほか３か所駐
車場交通誘導業
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26年4月1日

平成２６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

株式会社　ガード北陸

石川県石油販売協同組合

小松市日の出町４－２３２

金沢市鞍月５－１７７

平成２６年度石川
労働局管内で使
用する再生コピー
用紙購入（単価契
約）契約



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１者

15

14

所見なし

12
平成２６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26年4月1日 一般競争入札 7,074,000 100.0

金沢市広岡２－１－２７

所見なし

11

平成２６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

平成26年4月1日 一般競争入札 9,812,638 9,809,112 100.0

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26年4月1日

株式会社　島田商会

一般競争入札 2,327,797 2,297,14710

平成２６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
等）保守及び消耗
品供給契約

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)

金沢市広岡２－１－１４

金沢市問屋町２－２０

7,074,000

98.7

　　　　　　　　　　２者
モノクロ１枚　1.39円～
カラー１枚　　15．円～

松村ビジネスサービス株式会社

　　　　　　　　　　２者
モノクロ１枚　2.5円～
カラー１枚　　25．円～

株式会社　丸菱



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

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)

※　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

所見なし

所見なし

所見なし0

0

100.05,265,144

所見なし

所見なし

100.08,081,208 8,081,208

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

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

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

所見なし

023,039,934 23,039,934

4,108,968

金沢市玉鉾２－５０２

石川県社会保険労務士会

4
「平成２６年度　医療労
務管理相談コーナー事
業」に係る委託契約

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26年4月1日

金沢市玉鉾２－５０２

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

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果(物品・役務等)

１者

１者

１者

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

平成26年4月1日

平成26年4月1日

石川県社会保険労務士会

企画競争による選定

1
金沢公共職業安定所第
２駐車場賃貸借契約

平成26年4月1日

5

「平成２６年度　専門家
派遣・相談等支援事業
（最低賃金総合労働相
談支援センター）」にか
かる委託契約

3
「平成２６年度　若年者
地域連携事業」にかか
る委託契約

平成26年4月1日

石川県人材育成推進機構

金沢市石引４－１７－１

所見なし100.0

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。

1,920,000 1,920,000

0

0

5,265,144

所有者

企画競争による選定

企画競争による選定 100.0

100.0

4,108,968

株式会社　第一ビルディング 労災診療費の審査業務等を国に集中化させることに
伴い平成２３年７月から労災補償課分室の設置が必
要となった。当該施設は業務委託先であった（財）労
災保険情報センターが入居していたためシステム等
機器や備品の移設費等が発生せず、仮に移転すると
した場合入居工事費用、原状回復費等が発生するた
め既存の同施設を継続利用の方がより経済的である
ことから会計法２９条の３第４項に該当するため。

東京都中央区京橋２－４－１２



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

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)

※　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

所見なし

所見なし

企画競争による選定 100.0 0 所見なし

0

所見なし

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果(物品・役務等)

6

「平成２６年度　シニア
ワークプログラム地域連
携事業」に係る委託契
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26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

企画競争による選定 69,007,947 69,007,947

金沢市芳斉１－１５－１５

0 １者 所見なし100.0

7
「平成２６年度　生涯現
役社会実現環境整備事
業」に係る委託契約

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26年4月1日

一般財団法人
石川県経営者協会

金沢市上堤町１－１５

6,100,000 ２者6,100,000

「平成２６年度　障害者
就業・生活支援センター
事業」にかかる委託契
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 16,772,000平成26年4月1日 16,772,000

19,845,000 94.5

0

８
－
①

社会福祉法人
金沢市社会福祉協議会

所見なし

金沢市高岡町７－２５
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②

社会福祉法人
こまつ育成会

100.0 0

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」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
薦を置けた団体である。
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

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」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
薦を置けた団体である。
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

21,003,000

七尾市青山町ろ２２

12,549,000

所見なし

小松市桜木町９６－２

８
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③

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」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
薦を置けた団体である。
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

12,549,000

社会福祉法人
徳充会

100.0


