
(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 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 1 件

　　・審議件数 1 件

（２）物品・役務等

①　競争入札によるもの

　　・審査対象件数 19 件

　　・審議件数 9 件

　　　うち、契約金額が500万円以上の案件 5 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 12 件

　　・審議件数 6 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、契約の相手方が独立行政法人となったもの

公共調達監視委員会活動状況報告書

高知労働局

　　　うち、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3年8月31日

全件について適正との見解。

令和３年１月１日～令和３年４月３０日契約締結分

　磯田　友里子（大学講師）

　森本　正史（税理士）

高知労働局公共調達監視委員会設置要綱第６条規定により抽出。

　　　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３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３年８月３１日（火） 
 
２．場 所    高知労働局 別館会議棟３階会議室 
 
３．出席者  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
質疑事項は以下のとおり 
１. 須崎公共職業安定所事務室等 LED 照明器具交換工事 
【委 員】天井に設置されている既存の蛍光灯等の照明器具を LED 対応機器に交換する工

事か。 
【事務局】そのとおり。 
【委 員】落札率は適正か。1 者は予定価格を超過した金額となっている。 
【事務局】見積書内訳では電気設備工事費における照明設備代の差が大きく、照明器具単価

の差と思われる。 
【委 員】予定価格の算定方法は。 
【事務局】通常は以前施工した同種工事の実績額や参考見積、参考図書を基に算定するが、

本件は工事施工に先立ち、設計・監理を専門業者に委託しており、予定価格につ

いては専門業者作成による内訳明細を参考としている。 
 
２. 画像機器（医療用モニター等）の購入 
【委 員】肺の X 線写真を大きくモニターに映し出す機器一式ということか。 
【事務局】そのとおり。 
【委 員】製造しているメーカーはこの 1 社のみか。 
【事務局】1 社ではないが、国内における医療用モニターの取扱業者自体が少ないと聞いて

【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 
磯田 友里子 

   
【事務局】 総務課長 大黒 智彦 

 総務課長補佐 津野 真 

 会計第一係長 上野 真 

 会計第一係 尾立 達也 

 会計第一係 土田 竜也 



いる。 
【委 員】定価での入札ということか。 
【事務局】複数業者から徴した参考見積額とも同額ではあるが、オープン価格である。 
【委 員】一式での購入により、分割発注よりも価格が低く抑えられるのか。 
【事務局】詳細な金額の比較は行っていないが、そう考えられる。 
 
３.令和３年度 RISO 製消耗品の購入（単価契約） 
【委 員】例年 2 者か。 
【事務局】そのとおり。 
【委 員】どちらの業者が落札しても納品される消耗品自体は同一メーカー製か。 
【事務局】そのとおり。 
 
４. 令和３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】低落札率の案件については、最低賃金を下回っていないかの確認をしているか。 
【事務局】契約締結後速やかに労働者に係る勤務時間、労務単価等勤務条件確認書類の提出

を求め、確認を行っている。 
【委 員】例年参加業者数は多いのか。 
【事務局】数年前は 10 者参加の年もあった。昨年度は今年度と同じく 7 者参加である。 
 
５. 令和３年度高庁舎清掃業務委託（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） 
６．令和３年度庁舎清掃業務委託（須崎・四万十労働基準監督署、須崎・四万十・いの公共

職業安定所） 
７．令和３年度庁舎清掃業務委託（安芸労働基準監督署、安芸公共職業安定所・高知公共職

業安定所香美出張所） 
【委 員】最低賃金を下回っていないか。 
【事務局】案件４．と同様に、勤務時間、労務単価等勤務条件確認書類の提出を求め、確認

を行っている。 
【委 員】案件 7．では 1 者のみ金額が大きい。 
【事務局】案件 4．又は案件 5．に対する入札額の誤記載の可能性が高い。 
【委 員】合同庁舎の場合の清掃個所は専有部のみか。 
【事務局】そのとおり。共有部については各庁舎の管理官庁が調達を行っている。 
 
８．訓練受講希望者に対するジョブ・カード作成支援推進事業 
【委 員】落札業者は全国展開しているのか。 
【事務局】そのとおり。他局でのジョブカード委託事業においても落札実績が認められる。 
 
 



 
９. 令和３・４年度地域若者サポートステーション事業（高知地域） 
１０. 令和３・４年度地域若者サポートステーション事業（幡多地域） 
【委 員】いずれも 1 回目と 2 回目は不落で、3 回目での落札となっている。 
【事務局】昨年度はいずれの案件も 3 回目まで予定価格超過し、不落随契であったが、今回

は 3 度目の入札で落札となった。 
【委 員】幡多地域とは四万十市を中心とした幡多エリアのことか。高知地域と分けている

理由は。 
【事務局】高知県内全地域を運営範囲とした場合、広範囲となることから対応できる業者が

ないためである。 

 

１１．ハローワークジョブセンターはりまや移転に伴うデンテツターミナルビル 4 階原状

回復工事 
【委 員】予定価格は業者の見積を参考にしているのか。 
【事務局】本件についてはそのとおり。 
【委 員】その場合価格交渉は行っているのか。 
【事務局】本件も含めて、参考見積を予定価格の参考としている場合は交渉を行っている。 
 
１２．医療労務管理支援事業 
【委 員】委託先はどうやって決まるのか。 
【事務局】特命随意契約であり、県が決定した委託先と契約を締結している。 
 

１３．令和３年度障害者就業・生活支援センター事業委託（ラポール） 

１４．令和３年度障害者就業・生活支援センター事業委託（ゆうあい） 

１５．令和３年度障害者就業・生活支援センター事業委託（シャイン） 

１６．令和３年度障害者就業・生活支援センター事業委託（ポラリス） 

１７．令和３年度障害者就業・生活支援センター事業委託（こうばん） 

特になし。 
 
 

●審査結果の講評（委員） 
  それぞれを確認させていただいたが、全体として問題はない。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 令和3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
須崎公共職業安定所事務室等LED
照明器具交換工事

　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

令和3年2月10日
四国電設興業株式会社
高知市上町３丁目１１番
２５号

6490001001240 一般競争入札 4,422,000 3,058,000 69.2% 3者 適正 適正

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)

令和3年4月30日

別紙様式１



(競争入札によるもの) 審査対象期間 令和3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

２ 画像機器（医療用モニター等）の購入

　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

令和3年2月10日
株式会社信越ワキタ
長野県長野市アークス８番
１３号

8100001001277 一般競争入札 1,650,000 1,650,000 100.0% 1者 適正 適正

３
令和３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
　　　　　佐藤　佳行
　高知市南金田１番３９号

令和3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 6,009,300 5,708,835 95.0% ２者 適正 適正

４
令和３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
　　　　　佐藤　佳行
　高知市南金田１番３９号

令和3年4月1日
株式会社タウン警備保障
高知市河ノ瀬町101番地１
緑ヶ丘コーポ１階１０３号室

6490001008723 一般競争入札 12,375,735 9,570,000 77.3% ７者 適正 適正

５

令和３年度高庁舎清掃業務委託（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）

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

令和3年4月1日
有限会社スマイルクリーン
岡山県岡山市北区今２丁目
３－２７

7260002013488 一般競争入札 5,165,692 3,806,000 73.7% ４者 適正 適正

６

令和３年度庁舎清掃業務委託（須崎・
四万十労働基準監督署、須崎・四万
十・いの公共職業安定所）

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

令和3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 3,776,389 2,452,560 64.9% ３者 適正 適正

７

令和３年度庁舎清掃業務委託（安芸
労働基準監督署、安芸公共職業安定
所・高知公共職業安定所香美出張
所）

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

令和3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 1,684,639 933,240 55.4% ３者 適正 適正

８
令和３年度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
　　　　　佐藤　佳行
　高知市南金田１番３９号

令和3年4月1日
ランゲート株式会社
京都府京都市中京区泉正
寺町３２８番地

1130001019265 
一般競争入札
（総合評価）

24,626,800 20,570,000 83.5% ２者 適正 適正

９

令和３・４年度地域若者サポートス
テーション事業
（高知地域）

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

令和3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
一般競争入札
（総合評価）

81,488,008 81,400,000 99.9% １者 適正 適正

１０

令和３・４年度地域若者サポートス
テーション事業
（幡多地域）

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

令和3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）

38,724,248 38,503,155 99.4% １者 適正 適正

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)

令和3年4月30日

別紙様式３



(随意契約によるもの) 審査対象期間 令和3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

１１

ハローワークジョブセンターはり
まや移転に伴うデンテツターミナ
ルビル4階原状回復工事

　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

令和3年2月15日
ログ工房はるの前田哲也
高知市春野町弘岡下42７６－3

-

賃貸借ビル管理者の指定業者であ
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。

3,344,880 3,344,880 100.0% 0 適正 適正

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)

令和3年4月30日

別紙様式２



(随意契約によるもの) 審査対象期間 令和3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

１２ 令和３年度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
　　　　　佐藤　佳行
　高知市南金田１番３９号

令和3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。

8,707,818 8,707,818 100.0% 0 適正 適正

１３
令和３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
　　　　　佐藤　佳行
　高知市南金田１番３９号

令和3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。

12,023,966 12,023,966 100.0% 0 適正 適正

１４
令和３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
　　　　　佐藤　佳行
　高知市南金田１番３９号

令和3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。

15,181,000 15,181,000 74.1% 0 適正 適正

１５
令和３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
　　　　　佐藤　佳行
　高知市南金田１番３９号

令和3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。

26,350,000 26,350,000 98.2% 0 適正 適正

１６
令和３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
　　　　　佐藤　佳行
　高知市南金田１番３９号

令和3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。

10,824,242 10,824,242 98.2% 0 適正 適正

１７
令和３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
　　　　　佐藤　佳行
　高知市南金田１番３９号

令和3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。

14,558,000 14,558,000 72.3% 0 適正 適正

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)

令和3年4月30日

別紙様式４


