
(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 1 件

　　・審議件数 1 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 10 件

　　・審議件数 8 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 1 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 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。）

別紙1

石川労働局公共調達監視委員会設置要綱第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２９年３月２２日（水）

審査の結果適正と判断された。

平成２８年５月１日から平成２８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

塚崎　俊博　　公認会計士



平成２８年度第２回 公共調達監視委員会議事録  

 
日 時：平成２９年３月２２日（水）１３時５０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、塚崎委員 
    石川労働局公共調達審査会 北代委員長（労働基準部長） 
    事 務 局（笹川総務部長、大橋総務課長、佐々木総務課長補佐、 

島﨑会計第２係長、新濃会計第３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。 

本委員会は、今年度２回の開催を予定しておりまして、本日がその２回目の委員会となりま

す。 

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。 

    金沢大学教授の白石 弘幸（しらいし ひろゆき）委員です。 

    公認会計士の塚崎 俊博（つかさき としひろ）委員です。 

    以上の３名の方々でございます。 

    本委員会の委員長として、西井委員に第１回委員会より、お願いしておりますことを合わせ

て報告させていただきます。 

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ため、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 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：（資料・報告書に基づき説明） 

第２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、公共調達審査会委員長から公共調達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回公共調達審査会の審査対象期間は平成２８年５月１日から平成２８年１２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１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１件 の計６件でした。 
なお、審査の結果、６件とも適正と判断しました。 
 

４ 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、あらかじめ委員長に抽出していただいた契約案件となります。具体的には、 
 ○公共工事の競争入札分につきましては、№１ 
 ○物品・役務等の競争入札につきましては、№１，２，３，４，５，８，９，１０ 

     ○物品・役務等の随意契約につきましては、№２ となりました。 
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） 

    

５ 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 

 ・№１「七尾地方合同庁舎及び金沢公共職業安定所街路灯改修（ＬＥＤ化）工事」 

事務局：七尾地方合同庁舎及び金沢公共職業安定所の街路灯のＬＥＤ化工事を施工しました。 
西井委員長：落札率が低いが、予定価格の積算はどのようにしているのか。 

事務局：予定価格の積算については、２者から見積書の提出を受け、その平均で積算してい

るものであり、競争の結果、安価に契約することができたものと考えている。 

各委員： 特に意見なし。 
 

（２）公共工事に係る随意契約案件 

対象契約なし 
 

（３）物品・役務等に係る一般競争入札 

 ・№１「平成 28 年度 公共職業安定所で使用するレンタカー借上げ(4 台）契約」 

  西井委員長： 落札率が低いが、予定価格の積算はどのようにしているか。 
  事務局： 予定価格の積算については、各レンタカー会社のホームページの料金を参考に市場価

格を基に積算している。長期間、レンタカーを借上げることにより、安価に契約できた

ものと考える。 
各委員： 特に意見なし。 



 
・№２「平成 28 年度 石川労働局及び各署所用封筒印刷作製契約」 

  塚崎委員： 契約者が個人事業主だが、入札上問題はないのか。 
事務局： 参加資格を持っていれば、個人事業主でも法人でも問題なく入札に参加できるもので

ある。 
  各委員： 特に意見なし。 

 
・№３「新規学校卒業予定者等の公正な採用選考に係る新聞広告掲載委託契約」 

各委員： 特に意見なし。 
 

・№４「平成 28 年度 助成金現地調査業務用レンタカー借上げ契約」 

事務局： この契約について、落札率が低くなっているが、予定価格の積算については、市場価

格を基に積算しており、長期間、レンタカーを借上げることにより、安価に契約できた

ものと考える。 
各委員： 特に意見なし。 

 

・№５「平成 28 年度 雇用保険業務用紙（受給資格者のしおり ほか 2 種)の印刷作製契約」 

  各委員： 特に意見なし。 
 

・№８「合同就職面接会会場設営等契約」 

  西井委員長： 設営に必要な机や椅子は、面接会場となっている産業展示館から借りないのか。 
  事務局： 産業展示館から借りられる分の机や椅子は借りており、足りない分を設営業者が準備

し設営することとしている。 
  各委員： 特に意見なし。 
 

・№９「年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約」 

塚崎委員： 「年度後半における集中的な就職面接会事業」は、委託契約期間中に１回しか就職

面接会を行わないのか。 
事務局：  面接会の開催は１回となっている。 
塚崎委員： イベントを行ったことによる効果測定はしているのか。 
事務局： 面接会終了後、１ヶ月以内に開催結果報告を調達要求部署に提出することになってい

る。 
各委員：特に意見なし。 
 

・№１０「平成 28 年度第 2 回消耗品（単価契約以外）の購入契約」 

事務局： 消耗品の種類ごとに２つにグループ分けして入札を実施しており、グループ分けをす

ることで、入札により多くの参加業者が見込まれ、高い競争性を確保できると思われる。 
各委員： 特に意見なし。 

（４）物品・役務等に係る随意契約 



 ・№２「石川労働局で使用する官用車１台の交換購入契約」 

  事務局： 本省から交換購入の通知を受け、新たに官用車１台を交換購入する調達である。 
  各委員： 特に意見なし。 

 
６ 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。 

 

７ 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。 

   本日の結果につきましては、中央公共調達監視委員会へ報告させていただきますとともに、議

事録を含め、石川労働局のホームページにて公表させていただきます。 

 

  各委員： 特になし。 

  

８ 閉会（総務課長補佐） 

   以上をもちまして、平成２８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、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

法人番号
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)

1

七尾地方合同庁舎及び
金沢公共職業安定所
街路灯改修（LED化）工
事

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28年12月27日
北信テレネックス(株)
石川県金沢市小橋町3-47

2220001006055 一般競争入札 6,993,000円 3,456,000円 49.4% ５者 所見なし 所見なし

 

 

※　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)

 



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

法人番号
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

法人番号
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)

1
平成28年度　公共職業安定
所で使用するレンタカー借
上げ(4台）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28年5月10日
ジャパンレンタカー㈱
愛知県名古屋市中区栄
1-25-7

3180001036915 一般競争入札 3,506,490円 1,678,320円 47.9% ２者 所見なし

2
平成28年度　石川労働局及
び各署所用封筒印刷作製契
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28年5月18日
小西紙店印刷所
石川県金沢市駅西本町5-2-1

－ 一般競争入札 1,945,670円 1,500,892円 77.1% ３者 所見なし

3
新規学校卒業予定者等の公
正な採用選考に係る新聞広
告掲載委託契約

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28年5月20日
(株)北陸スタッフ
石川県金沢市本多町3-2-1

9220001006354 一般競争入札 1,522,476円 1,305,720円 85.8% ２者 所見なし 所見なし

4
平成28年度　助成金現地調
査業務用レンタカー借上げ
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28年6月6日
㈱日産カーレンタルソリュー
ション
東京都港区三田2-17-20

4040001013464 一般競争入札 1,474,200円 587,574円 39.9% １者 所見なし

5
平成28年度　雇用保険業務
用紙（受給資格者のしおり
ほか2種)の印刷作製契約

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28年6月14日
前田印刷㈱
石川県金沢市寺地1-14-5

2220001006534 一般競争入札 1,552,360円 809,508円 52.1% ５者 所見なし

※　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(物品・役務等)



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

法人番号
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)

6
平成28年度　一般定期健康
診断および定期特殊健康診
断業務委託契約

石川労働局
支出負担行為担当官
笹川　康成
石川県金沢市西念3丁目4番1号

平成28年6月17日
一般財団法人　石川県予防医
学協会
石川県金沢市神野町東115

7220005000215 一般競争入札 3,501,468円 3,224,772円 92.1% １者 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

平成28年6月21日
(株)創文堂
石川県金沢市入江2-50

7220001003766 一般競争入札 564,242円 523,692円 92.8% ６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28年6月21日
㈱にしき堂
金沢市古府1-60

9220001004894 一般競争入札 93,836円 91,584円 97.6% ６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28年6月21日
北陸オフィスライフ（株）
石川県金沢市木越2-200

8220001006256 一般競争入札 702,016円 659,977円 94.0% ６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28年6月21日
(株)創文堂
石川県金沢市入江2-50

7220001003766 一般競争入札 300,196円 270,432円 90.1% ５者

※　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」。

平成28年度　第1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
アホルダー（特注品）の購

入契約

7

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



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

法人番号
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)

8
合同就職面接会会場設営等
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28年8月4日
㈱北陸スタッフ
石川県金沢市本多3-2-1

9220001006354 一般競争入札 1,801,224円 1,355,400円 75.2% ２者 所見なし 所見なし

9
年度後半における集中的な
就職面接会事業委託契約

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28年8月12日
石川県人材確保・定住推進機
構
石川県金沢市石引4-17-1

1700150049063 一般競争入札 2,405,764円 2,030,400円 84.4% １者 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

平成28年11月25日
(株)創文堂
石川県金沢市入江2-50

7220001003766 一般競争入札 858,120円 801,748円 93.4% ５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28年11月25日
北陸オフィスライフ(株)
石川県金沢市木越2-200

8220001006256 一般競争入札 215,470円 208,440円 96.7% ５者

※　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
平成28年度第2回消耗品

（単価契約以外）の購入契
約
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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

法人番号
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)

1
加賀公共職業安定所で
使用する官用車1台の
交換購入一式契約

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28年5月18日
石川日産自動車販売㈱
石川県金沢市若宮町ホ47

3220001000998
予定価格が少額と見込まれることから、会計法第29条の3
第5項および予算決算及び会計令第99条第3号に該当する
ため。

1,366,104 1,228,260 89.9% － 所見なし

2
石川労働局で使用する
官用車１台の交換購入
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28年10月5日
石川日産自動車販売(株)
石川県金沢市若宮町ホ４７

3220001000998
予定価格が少額と見込まれることから、会計法第29条の3
第5項および予算決算及び会計令第99条第3号に該当する
ため。

1,453,764円 1,179,660円 81.1% － 所見なし

※　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(物品・役務等)


