
(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 8 件

　　うち、契約金額が500万円以上の案件 6 件

　　うち、参加者が一者しかいないもの 4 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 12 件

　　・審議件数 4 件

0 件

0 件

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。）

　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

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

平成３０年８月２９日（水）

　１２件審査した結果、全件問題なしとの見解。

平成３０年１月１日～平成３０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１２件を任意抽出。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(３０件のうち１２件抽出）



平成 30年度 第一回高知労働局公共調達監視委員会（概要） 

 

１．日 時    平成 30年 8月 29日（水） 

 

２．場 所    高知労働局 2階会議室 

 

３．出席者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．平成 30年度第 1回「高知労働局公共調達審査会」結果報告 

（平成 30年 7月 24日開催分） 

【事務局】 30件審議した結果、全件について問題なしとの審査結果を報告。 

 

 

５．審議内容（平成 29年 1月 1日～平成 29年 4月 30日までの契約締結分） 

【事務局】 今回の審査対象は、平成 30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、公共調達審査会運営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    全てを対象 

物件の借入は予定価格     80万円以上のもの 

  

今回は、物品・役務等の競争入札が 8 件、随意契約 4 件、計 12 件について    

審査をお願いします。 

   

  ※「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。 

質疑事項は以下のとおり 

 

  

【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 

 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 濵田 悦志 

 会計第一係 天雲 大揮 



（１）普通財産の地質調査及び地下埋設物調査  

【委 員】 地質調査を実施できる業者は限られるか。 

【事務局】 県内では限られてくるが、今回県外の業者からも声があがった。 

結局その業者は辞退をしたため、３者での入札となった。 

【委 員】 入札金額にバラつきはあるか。 

【事務局】 大きなバラつきは無かった。 

【委 員】 土地の売却を前提とした調査か。 

【事務局】 はい。不要な埋設物が埋まっていないか確認した上での売却となる。 

【委 員】 予定価格の参考見積について、複数から徴していないが、適正に算出された  

ものか。 

【事務局】 参考見積だけでなく、インターネットより市場価格を調査して、その情報も

含めて予定価格を積算している。 

 

（２）平成 30年度 高知労働局管内 6官署電力供給契約  

【委 員】 四国電力はなぜ入ってこないのか。 

【事務局】 参加資格にＣＯ２排出係数に制限をかけており、資格を満たしていない為。 

【委 員】 全て県外の事業所であるが、県内で実施できる業者はあるか。 

【事務局】 家庭向け電気小売業はあると思うが、事業者向けでかつ県内全域を網羅でき

る業者について、四国電力以外は存じ上げていない。 

 

（３）平成 30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】 最低賃金の面は大丈夫か。 

【事務局】 仕様書・契約書等で法令順守を謳っている。 

【委 員】 他県の業者が目立つが、県内の業者はいないのか。 

【事務局】 西地区と東地区の清掃委託では、県内業者が落札している。 

【委 員】 清掃の質はどうか。 

【事務局】 署所から不満等は上がっていない。先日、労働局で行われたワックス掛けも、

手際・スピード・質とも問題はなかった。 

【委 員】 質を担保する為にも総合評価方式で入札してみるのはどうか。 

【事務局】 総合評価方式は主に委託事業で行っているが…、清掃は床掃除がメインで  

技術面の差がでにくいので、検討はしていない。 

【委 員】 落札価格は例年このようなものか。 

【事務局】 はい。落札率・価格ともに例年並みである。 

【委 員】 予定価格の算出は。 

【事務局】 毎年、国土交通省から発表されている労務単価表の清掃員の単価に基づいて

算出している。 



（４）介護分野における人材確保のための雇用管理改善促進事業（高知県） 

【委 員】 落札業者以外の業者は、参入してこないのか。 

【事務局】 今のところ入ってきていない。 

 

（５）高齢者スキルアップ・就職促進事業  

【委 員】 他の参加業者は他県からの参入だが、どのような会社なのか。 

【事務局】 高知県内にて複数の学校を運営しているようだ。 

【委 員】 その業者が入札参加するということは、委託できる程度のスキルを持ってい

るということか。 

【事務局】 入札に参加する以上、仕様を満たしているのは確かであり、総合評価方式の

ため、今後その業者も含め、他業者が受託する可能性はある。 

 

（６）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】 １回目の入札は、予定価格を超えて不調だったようだが、理由は。 

【事務局】 仕様内容だと思われる。２回目の入札は仕様内容を若干変更したようだ。 

【委 員】 １回目に入札参加したもう１者は。 

【事務局】 公益性のある業者である。価格面での折り合いがつかず、２回目は不参加と

なったと思われる。 

【委 員】 これは１年契約か。 

【事務局】 はい。 

【委 員】 委託費の中では、やはり人件費が多くを占めるのか。 

【事務局】 人件費がメインになると思われる。 

 

（７）平成 30年度 地域若者サポートステーション事業（高知地区） 

（８）平成 30年度 地域若者サポートステーション事業（幡多地区） 

【委 員】 いままで同じ業者が落札しているのか。 

【事務局】 高知地区は以前から同じ業者が受託。幡多地区は昨年度からこの業者が受託

している。一昨年度まで本省で調達を行っていた。 

【委 員】 高知地区の管轄は高知市内なのか。 

【事務局】 いいえ。幡多地区以外（窪川より東）の全域が管轄となっている。 

【委 員】 なるほど。予定価格の違いは管轄する地域の広さが違うからか。 

【事務局】 おもに地域の違いになる。 

【委 員】 高知地区の受託業者は、幡多地区の入札には参加しなかったのか。 

【事務局】 参加していない。幡多地区は高知市内から距離的にかなり離れており、運営

範囲が広すぎる点、利用者の利便性が損なわれる点が理由と思われる。 



【委 員】 他県からの参加者はいないのか。 

【事務局】 今のところいない。 

【委 員】 予定価格は昨年と変更はあるか。 

【事務局】 少し上がっている。 

 

（９）医療労務管理支援事業  

【委 員】 医療従事者とは具体的にどのような者なのか。 

【事務局】 主に医師、看護師を対象として支援している。 

 

（１０）若年者地域連携事業  

【委 員】 今年度も１者応札のようだが、他に委託先はいないのか。 

【事務局】 はい。ノウハウの有無と、受託する利点が薄いことが理由と思われる。 

【委 員】 受託業者は、長年委託しているのか。 

【事務局】 ここ１０年くらい続いていると思われる。 

 

（１１）平成 30年度 障害者就業・生活支援センター事業委託 （ラポール） 

（１２）平成 30年度 障害者就業・生活支援センター事業委託 （ポラリス） 

【委 員】 毎年同じ業者になるのか。 

【事務局】 県の推薦によるので、毎年相手は決まっている。 

【委 員】 ラポールの受託業者は、南国市に本部があるようだが、四万十でも受託して

いるのか。 

【事務局】 はい。四万十市にも施設があり、そこでの受託となっている。 

 

 

６ 審議結果 

  全体としては問題なし。 

  落札率が低すぎると感じる案件もあれば、長年１者応札が続いている案件もある。 

経済圏が閉ざされているという地域性もあり致し方ない面はあるが、引き続き適切な

調達に努めていただきたい。 

 



(競争入札によるもの) 審査対象期間 平成30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
普通財産の地質調査及び
地下埋設物調査

　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30年1月26日
株式会社　地研
高知市円行寺25番地

8490001001461 一般競争入札 4,758,754 4,158,000 87.4% 問題なし 問題なし

2
平成30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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月1日
株式会社　パネイル
東京都千代田区大手町
1丁目5番1号

9010001150900 一般競争入札 14,314,834 10,885,024 76.0% (単価契約) 問題なし 問題なし

3
平成30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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2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 4,112,843 3,448,130 83.8% 問題なし －

4
平成30年度キヤノン製複合機
保守業務

　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30年4月2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 1,109,246 1,109,246 100.0% － －

5
平成30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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2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 5,877,144 5,583,286 95.0% (単価契約) 問題なし －

6
平成30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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2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 3,001,943 2,600,456 86.6% (単価契約) 問題なし －

7
平成30年度シャープ製複合機
保守業務

　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30年4月2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 3,272,761 3,272,761 100.0% － －

8
平成30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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2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 11,614,116 7,430,400 64.0% 問題なし －

9
平成30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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2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 2,909,865 1,900,800 65.3% 問題なし －

10
平成30年度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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2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 1,445,817 829,440 57.4% 問題なし －

11

平成30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に係る
一般競争入札（単価契約）

　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30年4月2日
土佐鉱油　株式会社
高知市北金田1-19

9490001001527 一般競争入札 1,373,748 1,185,969 86.3% (単価契約) 問題なし －

12
平成30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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2日
株式会社　バジェット・レンタ
カー四国
高松市香西南町500-1

8470001003360 一般競争入札 1,825,740 1,308,960 71.7% (単価契約) 問題なし －

公共調達監視委員会対象一覧及び審議結果 (物品・役務等)

平成30年4月30日

別紙様式３ 



(競争入札によるもの) 審査対象期間 平成30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

公共調達監視委員会対象一覧及び審議結果 (物品・役務等)

平成30年4月30日

別紙様式３ 

13
平成30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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2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 5,109,981 2,715,120 53.1% 問題なし 問題なし

14

平成30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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2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 1,617,281 874,800 54.1% － －

15

平成30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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2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 3,370,955 2,365,200 70.2% － －

16
平成30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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2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 1,175,439 1,087,344 92.5% (単価契約) － －

17
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（高知県）

　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30年4月2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）

9,221,448 8,349,637 90.5% 問題なし 問題なし

18
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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2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）

20,557,237 20,529,579 99.9% 問題なし －

19
「平成30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」
の委託業務

　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30年4月2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 28,959,834 28,682,640 99.0% 問題なし －

20 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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2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
一般競争入札
（総合評価）

23,822,181 22,626,000 95.0% 問題なし 問題なし

21 平成30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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2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 4,320,000 4,285,099 99.2% － －

22
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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2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
一般競争入札
（総合評価）

28,995,010 27,974,160 96.5% 問題なし 問題なし

23
平成30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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2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
一般競争入札
（総合評価）

32,043,870 31,838,400 99.4% 問題なし 問題なし

24
平成30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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2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）

14,185,025 13,390,566 94.4% 問題なし 問題なし
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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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2日
片岡　俊次
高知市帯屋町2丁目1-35

-

29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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2日
とさでん交通　株式会社
高知市桟橋通４－１２－７

9490001007796

29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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2日
学校法人　土佐リハ学院
高知市大津乙２５００－２

8490005001904

29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30年度給与等システム等
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（４月～７月）

　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30年4月2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。 1,262,736 1,262,736 100.0% 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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2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。

7,039,000 6,727,450 95.6% 0 問題なし 問題なし

30
平成30年度
高齢者活躍人材育成事業

　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30年4月2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。

18,953,000 18,953,000 100.0% 0 問題なし －

31 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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2日
高知県経営者協会
高知市本町4-1-16

-

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。

26,161,131 26,136,000 99.9% 0 問題なし 問題なし

32
平成30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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2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。

14,314,000 10,597,000 74.0% 0 問題なし 問題なし

33
平成30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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2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。

14,283,000 14,283,000 100.0% 0 問題なし －

34
平成30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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2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。

24,789,000 24,789,000 100.0% 0 問題なし －

35
平成30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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2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。

14,282,000 10,941,000 76.6% 0 問題なし 問題なし

36
平成30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
　　　　　矢野　誇須樹
　高知市南金田１番３９号

平成30年4月2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。

14,282,000 14,282,000 100.0% 0 問題なし －
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