
(部局名)

１　開催日

２　委員の氏名及び役職等 委員長 　山岡　敏明（弁護士）

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 24 件

　　・審議件数 7 件

　　うち、契約金額が500万円以上の案件 2 件

　　うち、参加者が一者しかいないもの 3 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 15 件

　　・審議件数 7 件

0 件

0 件

1 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。）

公共調達監視委員会活動状況報告書

高知労働局

　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

　令和元年８月２６日（月）

　１４件審査した結果、全件問題なしとの見解。

平成３１年１月１日～平成３１年４月３０日契約締結分

　深山　誠也（大学講師）

　森本　正史（税理士）

　公共調達審査会の審議対象一覧及び審議結果の中から、契約方法別に１４件を任意抽出。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(３９件のうち１４件抽出）

　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



令和元年度 第一回高知労働局公共調達監視委員会（概要） 

 

１．日 時    令和元年 8月 2６日（月） 

 

２．場 所    高知労働局３階会議室 

 

３．出席者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．議 事 

【事務局】 今回の審査対象は、平成３１年 1月から 4月末までの契約分です。 

審査対象の抽出方法は、公共調達監視委員会設置要綱に記載のとおり、 

公共工事は予定価格    250万円を超えるもの 

物品・役務等は予定価格  100万円以上のもの     

物件の借入は予定価格     80万円以上のもの 

      のうち「公共調達審査対象一覧」のうち事前に委員長より抽出していただい

た 物品・役務等の競争入札案件７件、随意契約案件７件についての審議と

なります。   

   

  「公共調達審査会対象一覧」及び各契約の資料により事務局より順次説明。 

   →調達審査会について審議３２件概ね全件問題なしとの見解。 

 

●質疑事項は以下のとおり 

（１）高知労働局 高知労働基準監督署で使用する官用車１台の購入契約 

【委 員】１社応札だが、仕様内容満たすもので、他社の車種はあるのか。 

【事務局】 調達に際して重量税１ｔ未満の制限があり、車種がかなり限られてしまう。 

かつ、今回は監督署から“悪路対応できる４ＷＤ車”との希望があったため、

【委員長】 山岡法律事務所  

弁護士 

山岡 敏明 

【委員】 土佐税理士法人 

税理士 

森本 正史 

【委員】 高知大学 人文社会

科学部 講師 

深山 誠也 

   

【事務局】 総務課長 渡辺 聡 

 総務課長補佐 浅川 雄示 

 会計第一係長 西野 益貴 

 会計第一主任 清岡 大介 

 会計第一係 馬場 祥人 



それを踏まえた仕様を満たす他社の車種が無かった。 

 

（２）高知労働局管内４官署複合機の交換及び保守委託業務 

【委 員】 複合機は、販売と保守の抱き合わせで採算を取っているのか。 

【事務局】 その通りである。案件４の複合機保守契約も同一業者が落札している。 

      各製品を取扱う業者が限られるため、複合機のメーカーが決まると、必然的に

保守業者も決まる。なお、今回落札の機種はシャープだった。 

【委 員】 機種の仕様のスペックについては、どのように決めているのか。 

【事務局】 金額とスペックは比例するため、コスト面を勘案してスペックを抑えた。 

【委 員】 保守は１年間なのか。購入と保守の金額の内訳は？ 

【事務局】 保守は年度末までの２か月弱の分。複合機１０台が１０円、その他が保守料。 

【委 員】 複合機は通常どれくらい使用するものなのか。 

【事務局】 通常６~７年だが、当局は予算の問題もあり１０年以上使用することが多い。 

【委 員】 一定期間（例えば１０年）使用する前提で、購入と保守をセットにした内容で 

     調達することは検討できないか。 

【事務局】 単年度契約となること、使用年数が不明であることから、対応は難しい。 

 

（３）高知労働局におけるノートパソコンの購入 

【委 員】 仕様内容を満たすものとして、落札額は適正か。 

【事務局】 年度末の調達で短期間の納品だったため、価格は割高になった可能性はある。 

納期に１~２か月程度余裕があれば、結果は違ったかもしれない。 

【委 員】 ネット接続不可との仕様だが、どういうことか。 

【事務局】 本省から配布されるパソコン以外で、事務処理等のみに使うパソコン。セキュ

リティの関係上、ネットにはつなげないため、Ｗｉ－Ｆｉ接続機能も外した形

で調達している。 

 

（４）平成３１年度シャープ製複合機保守業務委託 

【事務局】 案件２と同じ業者で、前述のとおり１社応札となった。 

【委 員】 予定価格等はどのように出すのか。 

【事務局】 昨年度の使用枚数等で単価が決まり、それを基に算出している。 

 

（５）平成３１年度高知公共職業安定所駐車場交通誘導警備業務委託 

【委 員】 最低賃金については確認しているのか。 

【事務局】 本省の指示もあり、本年度契約より落札業者から労働関係帳簿（労働条件通知

書等）の提出を求めて確認を行っており、内容的に問題なかった。 

【委 員】 落札業者は昨年と同じか。 



【事務局】 過去５年間は同一業者となっている。 

【委 員】 落札額は上がっているのか。 

【事務局】 昨年度とあまり差がない。一方で警備員の労務単価は毎年上がっているため、

落札業者は一般管理費等を抑えた形で入札していると思われる。 

なお、予定価格１０００万超の調達案件だが落札率６０％を割っていないため、

低価格調査の対象にはなっていない。 

【委 員】 金額だけの最低落札方式はどうかと思うが。 

【事務局】 総合評価の指数化（業務の質をどう評価するのか）の設定は難しい。 

 

（６）平成３１年度高知労働総合庁舎及び労災補償課分室、高知公共職業安定所庁舎の

清掃業務委託 

【委 員】 警備と同様、最低賃金については大丈夫か。 

【事務局】 案件５と同様の確認を行っており、内容に問題はなかった。 

【委 員】 落札率が６０%を割っているが、低価格調査は行っているのか。 

【事務局】 予定価格が１０００万円未満のため、調査対象になっていない。 

【委 員】 入札参加業者は昨年と同じか。また、落札業者は昨年と同じか。 

【事務局】 今年度４者、昨年も参加業者は１者違うが、同じく合計４者の参加だった。 

落札業者は２年連続同じ業者である。 

【委 員】 賃金等は上がっているが、落札価格は上がっているか。 

【事務局】 ほぼ横ばいとなっている。 

【委 員】 県外業者だが県内に支店はあるのか。また、支店が無くても弊害は無いのか。 

【事務局】 県内に支店は無いと思われる。警備業などと違って、緊急対応が必要となる  

事態が想定されないので、特に弊害は無いと考えている。 

 

（７）高齢者スキルアップ・就職促進事業 

【委 員】 これまでと同じ業者が落札しているのか。 

【事務局】 昨年度の落札業者は今回の入札には参加しておらず、今回は別業者が落札。 

この業者は他県での実績があるようだ。 

【委 員】 応札に参加しなかった理由は。 

【事務局】 詳細は存じ上げない（他の委託事業に注力している可能性はある）。 

【委 員】 仕様書に再委託の記載があるが、再委託は可能なのか。 

【事務局】 契約書で一定の制約をかけているが、可能ではある。 

【委 員】 総合評価の流れは。 

【事務局】 技術審査委員会を設置し、外部委員含む３名で企画書等を審査している。 

価格点１：技術点２の割合で点数化して、業者決定に至る。 

 

 



（８）平成３１年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業  

【委 員】 昨年度も不落随契か。 

【事務局】 昨年度は一度不落となり、再度入札を実施している。 

【委 員】 参加できる事業所は１者しかないのか。 

【事務局】 本県では県（公益財団法人）が落札しているが、他県では社労士会等が落札  

しており、当該事業との関わり方により、参加できる業者の違いが出てくるも

のと思われる。また、予定価格が３０００万円超であるため、入札参加資格が

Ａ～Ｃ等級となっているため、小さい業者は参加できない状況である。 

 

（９）若年層を中心とした求職開拓事業  

【委 員】 この事業は本年度からか。 

【事務局】 昨年度も公告したが応札者がおらず、実質、今年度が初めてとなった。 

県内にノウハウのある企業がいないため、県外業者の落札となったようだ。 

【委 員】 イベント中心の仕様だが、イベント会社でも参加できるのでは。 

【事務局】 事業の目的を理解したうえであれば、参加は可能と思われる。 

 

（１０）平成３１年度障害者就業・生活支援センター事業委託（ラポール） 

（１１）平成３１年度障害者就業・生活支援センター事業委託（ゆうあい） 

（１２）平成３１年度障害者就業・生活支援センター事業委託（シャイン） 

（１３）平成３１年度障害者就業・生活支援センター事業委託（ポラリス） 

（１４）平成３１年度障害者就業・生活支援センター事業委託（こうばん） 

【事務局】 ５つとも同じ事業内容で、いずれも特命随契である。 

【委 員】 消費税増税への対応について。 

【事務局】 年度当初は増税時期が未定だったため、増税が実施されればそれに対応する形

での契約としている。この事業だけでなく、すべての案件が同様の契約である。 

【委 員】 予定価格はどのように決まるのか。 

【事務局】 本省からの予算額が事実上の予定価格であり、昨年度と同額。事業の性質上、

ほとんどが人件費である。 

【委 員】 落札率が同じものがあるが、これは偶然か。 

【事務局】 仕様内容をすべて実施する前提で予定価格が設定されており、受託業者がその

中から実施できないものを除外していき、契約額が決まる。選択するメニュー

が同じだと、落札率も同じになるものと考えられる。 

 

 

●審査結果の講評（委員） 

全件確認させていただいたが、特に問題ない。 

今後も適切な調達を行っていただきたい。 



(競争入札によるもの) 審査対象期間 平成31年1月1日 ～

№

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

1
高知労働局 高知労働基準監督署で
使用する官用車（1台）の購入契約

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成31年1月24日
株式会社　スズキ自販高知
高知市介良甲８４５番地２

4490001000723
一般競争入札
（総合評価）

2,115,925 1,715,592 81.1% １者 問題なし 問題なし

2
高知労働局管内４官署
複合機の交換及び保守委託業務

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成31年2月8日
株式会社　岡村文具
高知市帯屋町2丁目2-22

7490001000290 一般競争入札 9,088,377 266,058 2.9% ３者 問題なし 問題なし

3
高知労働局における
ノートパソコン等の購入

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成31年3月7日
株式会社　オフコム
高知市高須3丁目2番45号

7490001000365 一般競争入札 9,675,288 4,888,569 50.5% ２者 問題なし 問題なし

4
平成31年度高知労働局管内6官署
電力供給契約（単価契約）

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
ダイヤモンドパワー　株式会社
東京都中央区日本橋室町4丁
目5番1号

4010001128505 一般競争入札 14,700,635 10,568,919 71.9%

４者
「単価契約」

＠電力
（円／kw）

問題なし －

5
平成31年度コピー用紙の購入
（単価契約）

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
株式会社　関洋紙店
高知市北本町4丁目2-6

1490001000759 一般競争入札 3,327,260 2,908,846 87.4% ２者 問題なし －

6
平成31年度ＲＩＳＯ製消耗品の購入
（単価契約）

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
有限会社　日本タイプ商会
高知市上町3丁目7番32号

9490002003893 一般競争入札 4,741,200 4,504,140 95.0%

２者
「単価契約」
＠ＸｲﾝｸFﾌﾞ

ﾗｯｸ、他

－ －

7
平成31年度リコー製消耗品の購入
（単価契約）

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
株式会社　三愛商会
高知市鴨部2丁目20番16号

7490001000927 一般競争入札 4,690,679 3,200,968 68.2%

２者
「単価契約」
＠ﾄﾅｰｶﾄﾘｯ

ｼﾞ他

－ －

8
平成31年度シャープ製複合機
保守業務委託

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
株式会社　岡村文具
高知市帯屋町2丁目2-22

7490001000290 一般競争入札 3,940,791 3,523,834 89.4% １者 問題なし 問題なし

9
平成31年度高知公共職業安定所
駐車場交通誘導警備業務委託

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
株式会社　横田商事
高知市比島町2丁目16番12号

6490001004136 一般競争入札 11,731,651 7,309,440 62.3% １０者 問題なし 問題なし

10
平成31年度空調機器保守点検
業務委託

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
株式会社　関西設備
高知市布師田3961番地10

4490001000351 一般競争入札 2,827,181 1,900,800 67.2% １者 問題なし －

11
平成31年度高知労働局管内６施設
に係る自家用電気工作物の
保安管理業務委託

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
前田電気保安管理事務所
高知市潮見台1丁目2113

- 一般競争入札 1,251,521 758,160 60.6% ２者 － －

12
平成31年度高知労働局・高知労働基準
監督署及び高知公共職業安定所
官用車のガソリン購入（単価契約）

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
土佐鉱油　株式会社
高知市北金田1-19

9490001001527 一般競争入札 1,344,937 1,266,969 94.2%

１者
「単価契約」
＠ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞ

ｿﾘﾝ

問題なし －

公共調達審査会対象一覧及び審議結果 (物品・役務等)

平成31年4月30日

別紙様式



(競争入札によるもの) 審査対象期間 平成31年1月1日 ～

№

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

公共調達審査会対象一覧及び審議結果 (物品・役務等)

平成31年4月30日

別紙様式

13
平成31年度レンタカー賃貸借契約
（単価契約）

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
入交石油　株式会社
高知市はりまや町3丁目2-1

2490001000213 一般競争入札 5,116,500 3,357,720 65.6%

２者
「単価契約」
＠軽自動

車、他

－ －

14
平成31年度高知労働総合庁舎及び
労災補償課分室、高知公共職業安定所
庁舎の清掃業務委託

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
株式会社　ヘラクレス
岡山市東区瀬戸町
瀬戸164番地3

9260001018833 一般競争入札 4,703,505 2,699,568 57.4% ４者 問題なし 問題なし

15
平成31年度安芸労働基準監督署、安芸
公共職業安定所及び高知公共職業安定
所香美出張所庁舎の清掃業務委託

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
太平ビルサービス　株式会社
高知市駅前町1-8
第7駅前観光ビル6F

6490001001125 一般競争入札 1,561,512 848,491 54.3% ３者 － －

16
平成31年度須崎、四万十、いの公共
職業安定所及び須崎、四万十労働基準
監督署庁舎の清掃業務委託

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
太平ビルサービス　株式会社
高知市駅前町1-8
第7駅前観光ビル6F

6490001001125 一般競争入札 3,604,726 2,294,179 63.6% ３者 － －

17
平成31年度　官用自動車に係る
車検・点検等整備業務（単価契約）

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
高知日産プリンス販売
株式会社
高知市旭町2丁目21番地

8490001001172 一般競争入札 1,191,834 965,574 81.0%
１者

「単価契約」
＠車検、他

問題なし －

18
介護分野における人材確保のため
の雇用管理改善推進事業

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
公益財団法人
介護労働安定センター
東京都荒川区荒川7-50-9

8011505001433
一般競争入札
（総合評価）

9,348,321 8,177,872 87.5% １者 問題なし －

19
訓練受講希望者等に対する
ジョブ・カード作成支援推進事業

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日

特定非営利法人
キャリア・ライフ高知
高知市潮見台１丁目１２０２番
地

7490005006565
一般競争入札
（総合評価）

24,668,280 20,283,134 82.2% ２者 問題なし －

20
平成31年度高知県・高知労働局
一体的実施事業における委託事業

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
高知県経営者協会
高知市本町4丁目1番16号

- 一般競争入札 28,331,100 28,243,080 99.7% １者 問題なし －

21 高齢者スキルアップ・就職促進事業

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
株式会社　建築資料研究社
東京都豊島区池袋2丁目50-1

6013301028166
一般競争入札
（総合評価）

14,904,000 11,955,600 80.2% １者 問題なし 問題なし

22 平成31年度就職支援セミナー事業

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日

一般社団法人　日本産業
カウンセラー協会四国支部
松山市味酒町1丁目3番地
四国ガス第3ビル7階

6010405001009 一般競争入札 4,015,980 3,985,200 99.2% １者 － －

23 平成31年度若年者地域連携事業

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日

株式会社　東京リーガルマイン
ド
東京都中野区中野4丁目11-10
アーバンネット中野ビル

2010001093321
一般競争入札
（総合評価）

26,071,691 25,054,810 96.1% ２者 問題なし －

24
平成31年度
地域若者サポートステーション事業
（幡多地区）

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日

NPO法人　若者就労支援セン
ターつながるねっと
四万十市具同田黒1丁目10番5
号

4490005006304
一般競争入札
（総合評価）

13,805,188 13,583,177 98.4% １者 問題なし －



(随意契約によるもの) 審査対象期間 平成31年1月1日 ～

№ 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
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

25
片岡ビル３階賃貸借料
（高知新卒応援ハローワーク）

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
片岡　俊雄
高知市帯屋町2丁目1-35

-

30年度に引き続き建物を利用するもの
であることから、契約の性質が競争を
許すものではなく、会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

2,412,000 2,412,000 100.0% 0 問題なし －

26
電鉄ターミナルビル４階賃貸借料
（ハローワークジョブセンター
はりまや）

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
とさでん交通　株式会社
高知市桟橋通４－１２－７

9490001007796

30年度に引き続き建物を利用するもの
であることから、契約の性質が競争を
許すものではなく、会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

10,486,087 10,486,087 100.0% 0 問題なし －

27
高知公共職業安定所第二駐車場
用地借料

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
学校法人　土佐リハ学院
高知市大津乙２５００－２

8490005001904

30年度に引き続き土地を利用するもの
であることから、契約の性質が競争を
許すものではなく、会計法第２９条の３
第４項に該当するため。

3,360,000 3,360,000 100.0% 0 問題なし －

28

平成31年度各種システムソフト
ウェアサポート及びプログラム
使用許諾並びにハードウェア
保守業務委託

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
コンピュータシステム　株式会社
京都市上京区笹屋町千本西入
笹屋四丁目２７３番３

5130001002985

システムを導入した業者でなければ著
作権上、保守等ができず、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。 1,229,904 1,229,904 100.0% 0 問題なし －

29 医療労務管理支援事業

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
一般社団法人
高知医療再生機構
高知市丸の内1丁目2番20号

3490005001941

本省が定めた要綱に基づき、当該事業
が実施可能である事業主団体との契約
をする必要があることから、会計法第２
９条の３第４項に該当。

6,940,593 6,940,593 100.0% 0 問題なし －

30
平成31年度
高齢者活躍人材確保育成事業

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日

公益社団法人　高知県
シルバー人材センター連合会
高知市札場3番28号
札場合同ビル2F

2490005005992

本省が定めた要綱に基づき、当該事業
が実施可能である事業主団体との契約
をする必要があることから、会計法第２
９条の３第４項に該当。

39,467,127 39,467,127 100.0% 0 問題なし －

31
平成31年度　36協定未届事業場に
対する相談支援事業

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日

全国社会保険労務士会
連合会
東京都中央区日本橋本石町
3-2-12社会保険労務士会館

3490002001985

入札を行った結果落札者がおらず、再
度競争に付しても落札者がないため、
予算決算及び会計令第99条の2に該
当。

9,085,150 9,063,568 99.8% 0 不落随契 問題なし －

32
平成31年度
中小企業・小規模事業者等に
対する働き方改革推進支援事業

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
公益財団法人
高知県産業振興センター
高知市布師田3992-2

1490005005985

入札を行った結果落札者がおらず、再
度競争に付しても落札者がないため、
予算決算及び会計令第99条の2に該
当。

35,829,336 35,748,000 99.8% 0 不落随契 問題なし 問題なし

33
平成31年度
地域若者サポートステーション事業
（高知地区）

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
社会福祉法人
高知県社会福祉協議会
高知市朝倉戊375-1

8490005000336

入札を行った結果落札者がおらず、再
度競争に付しても落札者がないため、
予算決算及び会計令第99条の2に該
当。

30,882,774 30,866,400 99.9% 0 不落随契 問題なし －

34 若年層を中心とした求職開拓事業

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
アビリティーセンター株式会社
愛媛県新居浜市坂井町
2丁目3-17

4500001009572

入札を行った結果落札者がおらず、再
度競争に付しても落札者がないため、
予算決算及び会計令第99条の2に該
当。

3,207,600 3,186,000 99.3% 0 不落随契 問題なし 問題なし

35
平成31年度障害者就業・生活
支援センター事業委託
（ラポール）

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
社会福祉法人
高知県知的障害者育成会
南国市陣山字弥市531-1

4490005005330

本省が定めた要綱に基づき、当該事業
が実施可能である事業主団体との契約
をする必要があることから、会計法第２
９条の３第４項に該当。

14,899,000 11,040,000 74.1% 0 問題なし 問題なし

36
平成31年度障害者就業・生活
支援センター事業委託
（ゆうあい）

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
社会福祉法人
高知県知的障害者育成会
南国市陣山字弥市531-1

4490005005330

本省が定めた要綱に基づき、当該事業
が実施可能である事業主団体との契約
をする必要があることから、会計法第２
９条の３第４項に該当。

14,805,000 14,536,000 98.2% 0 問題なし 問題なし

公共調達審査会対象一覧及び審議結果 (物品・役務等)

平成31年4月30日

別紙様式４



(随意契約によるもの) 審査対象期間 平成31年1月1日 ～

№ 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
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

公共調達審査会対象一覧及び審議結果 (物品・役務等)

平成31年4月30日

別紙様式４

37
平成31年度障害者就業・生活
支援センター事業委託
（シャイン）

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
社会福祉法人　太陽福祉会
土佐市波介１２７６－４

3490005003475

本省が定めた要綱に基づき、当該事業
が実施可能である事業主団体との契約
をする必要があることから、会計法第２
９条の３第４項に該当。

31,491,000 30,918,000 98.2% 0 問題なし 問題なし

38
平成31年度障害者就業・生活
支援センター事業委託
（ポラリス）

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
社会福祉法人
安芸市身体障害者福祉会
安芸市宝永町４６４－１

8490005005418

本省が定めた要綱に基づき、当該事業
が実施可能である事業主団体との契約
をする必要があることから、会計法第２
９条の３第４項に該当。

14,933,000 10,795,000 72.3% 0 問題なし 問題なし

39
平成31年度障害者就業・生活
支援センター事業委託
（こうばん）

　支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長
　　　　　松岡　宗寛
　高知市南金田１番３９号

平成31年4月1日
社会福祉法人　太陽福祉会
土佐市波介１２７６－４

3490005003475

本省が定めた要綱に基づき、当該事業
が実施可能である事業主団体との契約
をする必要があることから、会計法第２
９条の３第４項に該当。

14,889,000 14,618,000 98.2% 0 問題なし 問題なし


