
(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 7 件

　　・審議件数 7 件

　　　　うち、契約金額が500万円以上の案件 0 件

　　　　うち、参加者が一者しかいないもの 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

②　随意契約によるもの

　　・審査対象件数 2 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 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３月２０日（金）１０：００～

審査の結果適正と判断された。

平成２６年５月１日から平成２７年１２月３１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２回 公共調達監視委員会議事録  

 
日 時：平成２７年３月２０日（金）１０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 
西村：   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２回目の監視委員会となります。 

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。 

米澤：   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 

ましては、委員の皆様方にできるだけ審議に専念していただきたく、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。 

各委員：  異議なし。 

米澤：   ご承認いただきありがとうございます。 

      それでは、次第に基づき進めさせていただきます。 

 

２．石川労働局公共調達審査会の報告 
米澤：   それでは、事務局から石川労働局公共調達審査会の報告をお願いします。 
井上：   第２回石川労働局公共調達審査会、第３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。 

      資料は審査会委員長から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２回審査会の審査対象期間は平成２６年５月１日から８月３１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４件 

    ○物品・役務等の随意契約によるものが２件 の計６件でした。 

審議の結果、６件とも特にご意見はありませんでした。 

      第３回審査会の審査対象期間は平成２６年９月１日から平成２７年１月３１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３件 

 ○物品・役務等の随意契約によるものが０件 の計３件でした。 

審議の結果、３件とも特にご意見はありませんでした。 

  
３．審議案件の抽出 

米澤：   それでは、本日の審議案件の抽出について、事務局から説明願います。 

井上：   要綱第６条の規程に基づき１０件程度となっておりますので、「第２回石川労働局公共調 

達審査会」での審査案件６件と、「第３回石川労働局公共調達審査会」での審査案件３件を

合わせた９件全てを審議案件といたしましたがいかがでしょうか。 

各委員：  異議なし。 

 

４．審査対象契約の説明及び審議 

米澤：  それでは、事務局から審議案件の内容について説明いたしますので、ご審議をお願いしま 

す。 

   なお、審議は契約別でお願いいたします。 

   今回は公共工事の係る競争入札及び随意契約については該当が無かった為、（３）の物品・

役務等に係る競争入札によるものから、事務局より審議に必要な事項についてご説明申し上

げた後、暫く案件をご閲覧いただき、その後、委員からのご意見、ご質問を賜りたいと思い

ます。 

     では、事務局からの説明をお願いします。 

 

（３）物品・役務に係る一般競争入札 

 ・№１「平成２６年度 石川労働局及び各署所用封筒印刷作製」 

  事務局： 各署所で使用する封筒の年度分を一括で印刷作製している。印刷内容も各署所の要 

望を聞いている。５社応札があり、小西印刷紙店が落札。前年度と同一業者である。 

印刷内容で統一できるところは統一し、なるべく印刷の種類を少なくして、種類ご

との枚数が増えるように努力している。 

山崎委員： 納品時期はいつごろか 

  事務局：  納入期限を６月２７日としており、６月２４、２５日の両日で納品完了している。 

 

・№２「平成２６年度石川労働局所有官用車の車検点検業務」 

  事務局： 石川労働局管内で使用している官用車３０台のうち平成２６年度中に交換予定の２

台を除いた２８台分の車検、点検業務を一括して委託しているもの。２者応札があり

石川日産自動車販売㈱が落札。前年度までと違う業者が落札した。 
     台数を一括していることで、一般的な価格よりもかなり低額となっており、スケール

メリットがかなりある案件であると考えている。 
  西井委員長： 車種バラバラでかなり古い年式のものもあるが。 
  事務局： 交換時の購入も入札をおこなっているため車種がバラバラになってしまう。官用



車それぞれの交換時期は本省から指示がある。走行距離１０万㎞以上でないと交換対

象にならない。所属によって、官用車の使用頻度に差があるが、各施設に最低１台は

必要である。 
  白石委員： 日産の車種が多いので、日産が有利なのか。 

  事務局：  平成２４年度、２５年度は石川トヨタ販売が落札しており、特にそのようなことは 

ない。 

   

・№３「平成２６年度一般定期健康診断及び定期特殊健康診断業務委託」 

  事務局： 石川労働局全職員分（相談員等含む）一括して委託している。契約は検査項目ごと 
の単価契約である。これも価格的にはかなりスケールメリットがある案件である。 

   ただし、県内全域をカバーできる事業者が少なく２５年度、２６年度と１者応札 
となった。２４年度までは２者となっていたが、２５年度において、担当者が替わ 
り準備が間に合わないとのことで辞退となった。２６年度は参加があると期待して 
いたが、結果参加がなく１者となってしまった。 

  西井委員長： ２回再入札をしたのか。 

  事務局：   １回目、２回目の応札は予定価格を上回ったため３回おこなった。 

  西井委員長： 原因は 

  事務局：   予定価格は、昨年度の実績から積算している。落札業者は昨年度と同じであるが、 

昨年度中から、再三価格設定に無理があり、かなり厳しいと漏らしていた。少しで 

も価格を上げたい思いがあったと思われる。 

 新規参加可能な業者を調査し、今後も１者応札とならないように努力していきた 

い。 

  白石委員：  金沢大学も健康診断は予防医学協会である。 

  西井委員長： 弁護士会も同じである。 

 

・№４「第２回合同就職面接会会場設営等」 

    事務局： ５者の応札があり㈱北陸スタッフが落札。前年度は別の業者であった。 

  山崎委員： 落札額と最下位の価格にかなり開きがあるが。 

  事務局：  毎回このような結果になっている。 

  西井委員長： 椅子・机等の調達も含まれるのか。 

  事務局： 基本は別契約の会場使用の契約時にそれらも借りている。ただし、会場の備品だけで

は不足なので、不足分は当該契約に含み受託業者が準備している。 

  

・№５「石川労働局内装工事に伴う書類・什器等移転業務」  

  事務局： 駅西合庁使用調整計画に基づく移転対象物品等の移転作業契約。６者応札があり、 

      ㈱トラステクノが落札。㈱トラステクノは当局の調達としては初参加で、当局との 

契約実績を作り今後に繋げたい思いがあったようで、かなり頑張った価格であった 

ようだ。安い価格であったが、これまでの作業を見る限りしっかり対応されており 

全く問題はない。 



  山崎委員： 個人情報にかかる特記事項はこれだけか。 

  事務局： これだけです。 

  西井委員長： 価格の内訳はほぼ人件費ですね。 

  事務局： そうです。 

 

・№６「労働局及び各署所で使用する住宅明細地図の購入」  

  事務局： 各所属から必要数及び不用となる冊数の調査を行い、不足数の調整を行ったうえで 
      購入数を決定している。また、地籍版については発行元により最新版が平成１９年 

度発行のものがあり、現在使用のものより古いものが納品されるのを防ぐために品 
目指定とし、さらに地籍版を品目指定すると取扱業者が限られる可能性があるため、 
グループに分け落札判定した。 

  山崎委員： 福井の地図も含まれるが、監督署が使用するのか。 

  事務局： 福井の地図は加賀のハローワークで使用する分です。 

  白石委員： ゼンリンの地図をよく見るが、ゼンリンは毎年更新していないのか。 

  事務局： 発行時期は、地域によってバラバラである。 

  白石委員： ゼンリンが参加しなかったのは発行時期が合わなかったからか。 

  事務局： そうだと思われる。 

 

・№７「平成２６年度第２回消耗品（単価契約以外）及び石川労働局管内で使用するクリアケース・ 

ホルダーの購入」 

  事務局： 消耗品の購入において単価契約されていないものについて、購入希望調査を行い、 
      必要性、必要数等精査し一括調達したもの。参加業者によっては品目により得意、 

不得意があることから、経費削減、競争性を高める目的で１０２品目を６グループ 
に分けグループ判定方式とした。 

  西井委員長： クリアホルダーは創文堂から外注されるのか。 
  事務局： 外注されていると思う。 
  西井委員長： グループ判定することにより準備作業の負担がかなり大きくなっていると 

思われる。経費削減の度合いによっては一括にしても良いのではないか。 
  事務局： 先の審査会でも同様の指摘があった。今後、グループ数を削減する等の検討を行

っていきたい。 

   

（３）物品・役務に係る随意契約 

 №１「ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託契約」 

  事務局： ポリ塩化ビフェニル廃棄物（ＰＣＢ）の処理については、日本環境安全事業㈱がＰ 
ＣＢ特別措置法及びＪＥＳＣＯ法に基づき策定された事業基本計画によって行うこ 
ととされており石川県内の保管事業者は北海道事業所にて処理することが決定して 
いるもので、１者随契となっている。 

  各委員： 特に意見なし。 

 



 №２「平成２６年度中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルティング等の実施」 

  事務局： 新規事業である。本省からの指示により企画競争での調達を行った。何者か声掛け

を行ったが、参加は１者のみであった。 

  山崎委員： 社労士会にも話はあったが、準備期間も短く対応できなかった。 

  事務局： 本省からの指示であり、日程的にこれ以上どうしようもなかった。 

  白石委員： そもそも対応できる業者は少ないのではないか。 

  事務局： そのとおりだと思います。 

 

５．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。 

 

６．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。 

 

７．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２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。 

    

        



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 ６者平成26年10月1日5
石川労働局内装
工事に伴う書類・
什器等移転業務

63.8

金沢市駅西本町５－２－１

㈱トラステクノ

67.51,563,611

86.1

1,472,378 1,155,012

99.1

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)

５者1

平成２６年度　石
川労働局及び各
署所用封筒印刷
作製

平成26年5月19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

小西紙店印刷所

一般競争入札 1,054,771

所見なし

1,324,836

78.4

所見なし

所見なし

株式会社　北陸スタッフ

金沢市神野町東１１５

金沢市本多町３－２－１

1者
（単価契約）

3,361,824

石川日産自動車販売㈱

一般財団法人
石川県予防医学協会

2,559,600

金沢市米泉町４－８１－３

1,537,920

3,391,377

所見なし

所見なし

２者 所見なし

所見なし

所見なし２者

所見なし

所見なし

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8月8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

金沢市若宮町ホ４７

平成26年5月30日

一般競争入札

一般競争入札

4,011,660

2

平成２６年度石川
労働局所有官用
車の車検点検業
務

平成26年5月29日

3

平成２６年度一般
定期健康診断及
び定期特殊健康
診断業務委託

第２回合同就職面
接会会場設営等

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」。

74.0

金沢市神宮寺１－１６－６

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

52,935

１者782,807

所見なし

８者
（クリアホルダー特注品）

㈱創文堂

金沢市入江２－５０

476,535

130,809

288,090

433,080

㈱創文堂

金沢市入江２－５０

㈲文宝堂

421,648 383,400

135,000 95.2

９者
（トナー類）

90.9
８者

（事務用品類）

321,310

141,750

77.4

１者
（地籍版）

114,426 110,991

所見なし

97.0

39,155

1,011,179

6
労働局及び各署
所で使用する住宅
明細地図の購入

所見なし

所見なし

㈱刊広社

㈱刊広社

金沢市大手町１５－２６

金沢市大手町１５－２６

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12月8日 一般競争入札

7

平成２６年度第２
回消耗品（単価契
約以外）及び石川
労働局管内で使
用するクリアケー
ス・ホルダーの購
入

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12月8日

ラックスタイル㈱

金沢市観音堂ロ２２９

一般競争入札

㈱棚屋

金沢市二ツ寺町イー７－１

㈱にしき堂

金沢市古府１－６０

所見なし

114,372

89.7

90.9

87.4

８者
（事務用品類（多数品））

８者
（雑品類）

８者
（デスクマット）



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100.010,775,452 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

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

公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果(物品・役務等)

2

平成２６年度中長期的
なキャリア形成を支援す
るためのキャリアコンサ
ルティング等の実施

平成26年8月25日

1
ポリ塩化ビフェニル廃棄
物（特別管理産業廃棄
物）処理委託契約

平成26年6月17日 所見なし100.0

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の処理について
は、日本環境安全事業㈱がＰＣＢ特別措置法及び
JESCO法に基づき策定された事業基本計画によって
行うこととされており石川県内の保管事業者は北海道
事業所にて処理することが決定していることから競争
に付することが不可能な者であり、会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

1,663,440 1,693,440

0

0

10,775,452

日本環境安全事業　株式会社

北海道室蘭市仲町１４－７

一般財団法人
日本カウンセラー協会
中部支部北陸事務所

企画競争による選定

金沢市北安江３－４－２


