
(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

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 19 件

　　・審議件数 7 件

　　　うち、契約金額が500万円以上の案件 3 件

　　　うち、参加者が一者しかいないもの 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

②　随意契約によるもの

　　・審査対象件数 13 件

　　・審議件数 3 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。）

10件審査した結果、全件について問題なしとの見解。

令和４年１月１日～令和４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

　　　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4年8月31日



令和４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４年８月３１日（水） 
 
２．場 所    高知労働局 会議棟３０１号室 
 
３．出席者  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
質疑事項は以下のとおり 
１. 令和 4 年度リコー製消耗品購入（単価契約） 
【委 員】徳島県の業者であるが高知に拠点はあるのか。 
【事務局】高知市に営業所がある。 
【委 員】純正品なので入札金額にほとんど差がないのか。 
【事務局】そのとおり。 
 
２. 令和 4 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】最低賃金は守られているか。 
【事務局】今年度は新規業者が参加し、昨年度より落札金額は下がっている。契約書や労働

条件通知等の書類により確認を行っており、問題はない。 
 
３.令和４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で使用する官用車

等のガソリン購入（単価契約） 
【委 員】例年１者か。 
【事務局】直近 4 年は 1 者である。近隣のガソリンスタンドに声掛けを行っているが、入

ってくれる業者がない。 
【委 員】半径 2 ㎞以内のガソリンスタンドが対象か。 

【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 黒澤 和義 

 総務課長補佐 武市 研二 

 会計第一係長 中澤 希美 

 会計第一係 尾立 達也 

 会計第一係 土田 竜也 



【事務局】半径 2 ㎞等、特に指定していない。 
【委 員】仕様書の「契約単価の変更」は、従来からあったのか。 
【事務局】以前からあり、2 年前くらいから価格が高騰した際に申出があれば単価を変更し

ている。昨年度は年間 4 回申出があり、単価を上げた。 
【委 員】価格が下がった場合は。 
【事務局】労働局から申出る可能性もある。 
 
４. 令和４年度建築物環境衛生管理業務委託（高知労働総合庁舎及び高知公共職業安定所庁

舎） 
【委 員】低落札率であるが。 
【事務局】新規の県外業者であり、昨年度よりも落札価格は安くなった。 
【委 員】昨年度の業者は。 
【事務局】徳島県の業者である。 
【委 員】四国と岡山県が一つの経済圏ということか。 
【事務局】そのとおり。 
 
５. 令和４年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進事業 
【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。 
【委 員】いつから始まった事業か。 
【事務局】平成 30 年度から毎年実施している。今年度、初めて一般競争入札で民間業者が

落札した。民間業者はかなり加点を持っている。 
【委 員】落札業者は他県でも落札しているのか。 
【事務局】昨年度から他局での働き方改革推進支援事業の落札実績が認められている。 
【委 員】高知に拠点はあるのか。 
【事務局】契約が成立したら拠点を構えており、今は高知市に事務所がある。 
【委 員】今年度も 3 局が低入札価格調査を経て落札とあり、他局でもかなり抑えた落札

金額となっているのか。 
【事務局】今年度は事業内容が大幅に入れ替わったことにより、予定価格の設定が読みづら

く、全国で似た状況になっている。 
 
６．令和４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 
【委 員】毎年同じ業者か。 
【事務局】昨年度から同じ業者である。 
【委 員】技術点にかなりの差があるが。 
【事務局】ワーク・ライフ・バランスの認定や、賃金引き上げの表明により、加点が多くあ

り差がでたものである。 
 



７．令和４年度就職支援セミナー事業 
【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。 
【委 員】高知に拠点があるのか。 
【事務局】そのとおり。 
【委 員】セミナーを年間 136 回開催するには、講師は高知の人材か。 
【事務局】講師はキャリア・コンサルタント等の有資格者で高知の人材である。 
 
８．令和 4 年度医療労務管理支援事業 
【委 員】医療従事者の勤務環境改善といっても今のコロナ禍の状況では出来ることをし

ようということか。 
【事務局】そのとおり。 
 
９. 令和４年度高齢者活躍人材確保育成事業 
【委 員】契約相手は他にいないのか。 
【事務局】本省が定めた仕様書において受託者が定められている。 
 
１０. 令和４年度若年者地域連携事業 
【委 員】昨年度と同じ業者か。 
【事務局】そのとおり。昨年度から 1 者応札となり、今年度は 3 回目まで予定価格を超過

し、不落随契となった。 
【委 員】予定価格はどのように算出しているのか 
【事務局】本省が定めた仕様書において事業費、人件費、管理費等を試算して算出している。

結果、昨年度より予定価格が下がった。 
 
 

●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4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 令和４年度リコー製消耗品購入（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4年4月1日
株式会社　三井
徳島県徳島市北佐古一番町4
番27号

1480001002450 一般競争入札 2,886,281 2,231,361 77.3% ３者 問題なし 問題なし

2
令和４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4年4月1日
NSK　GROUP　株式会社
高知市長浜4270番地10

9490001007912 一般競争入札 13,341,038 8,131,200 60.9% ９者 問題なし 問題なし

3
令和４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で使用する官
用車等のガソリン購入（単価契約）

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

令和4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 1,245,332 1,155,308 92.8% １者 問題なし 問題なし

4
令和４年度建築物環境衛生管理業務委託
（高知労働総合庁舎及び高知公共職業安定
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4年4月1日

株式会社　オークスコーポレー
ション
岡山県岡山市南区豊浜町9番
24号

1260001008585 一般競争入札 1,470,788 858,000 58.3% ５者 問題なし 問題なし

5
令和４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
　　　　　佐藤　佳行
　高知市南金田１番３９号

令和4年4月1日
株式会社　タスクールPlus
愛知県名古屋市千種区千種通
7丁目25番地1

5180001115849
一般競争入札
（総合評価）

66,237,674 24,918,853 37.6% ２者 問題なし 問題なし

6
令和４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4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）

21,624,900 19,250,000 89.0% ２者 問題なし 問題なし

7 令和４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
　　　　　佐藤　佳行
　高知市南金田１番３９号

令和4年4月1日

特定非営利活動法人キャリア
コンサルタント協会
高知市大津乙２４９番地１５

4490005001676 一般競争入札 3,008,060 2,420,000 80.5% ２者 問題なし 問題なし

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4年4月30日

別紙様式



(随意契約によるもの) 審査対象期間 令和4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

8 令和４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4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２９条の３第４項に該
当。

10,283,936 10,283,487 100.0% 0 問題なし 問題なし

9
令和４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
　　　　　佐藤　佳行
　高知市南金田１番３９号

令和4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２９条の３第４項に該
当。

23,650,000 23,650,000 100.0% 0 問題なし 問題なし

10 令和４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
　　　　　佐藤　佳行
　高知市南金田１番３９号

令和4年4月1日
株式会社東京リーガルマインド
東京都千代田区神田三崎町２丁
目２番１２号

2010001093321

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。

22,498,730 22,317,068 99.2% 0 不落随契 問題なし 問題なし

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4年4月30日

別紙様式４


