
(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

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 8 件

　　・審議件数 2 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　 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

0 件

②　随意契約によるもの

　　・審査対象件数 3 件

　　・審議件数 2 件

0 件

1 件

1 件

 うち委託事業 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

0 件

５　審査案件の抽出方法

京都労働局公共調達監視委員会運営要綱に基づき、同公共調達監視委員会が予め抽出した。

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。）

所見なし

　　　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

　　　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

　　　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

　　　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、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２回公共調達監視委員会活動状況報告書

京　都　労　働　局

　令和４年２月７日（月）　１３時３０分～１５時３０分

長谷川 博啓　弁護士

中森 孝文　大学教授

臼田 多惠　税理士

　令和３年６月１日　～　令和３年１１月３０日契約締結分

0件



別紙様式１

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間

監視
委員会

抽出案件

抽出
案件
Ｎｏ．

Ｎｏ． 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
等の別（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）

1 1 1
宇治公共職業安定所の空調設備更新工
事

京都市中京区両替町通御池
上ル金吹町４５1
支出負担行為担当官
京都労働局総務部長
三浦　裕幸

令和3年9月10日

奥谷電機株式会社
京都市中京区富小路通
錦小路上ル高宮町595番
地

4130001020187 一般競争入札 ¥3,493,509 ¥2,101,000 60.1% ２者
契約の概要等について、

審議を行った。

※　備考欄には、以下の①から⑥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」。

　⑥　他省庁等との連名契約の場合は「連名契約」、予算決算及び会計令第９９条第１号に基づく秘密随意契約の場合は「秘密契約」、単価契約については「単価契約（＠●●※単価額）」

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

令和　3　年　　6月　　1日～令和　3　年　11月　30　日契約締結分 京都労働局



別紙様式２

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間

監視
委員会

抽出案件

抽出
案件
Ｎｏ．

Ｎ
ｏ．

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）

2 1 1
丹後労働基準監督署の空調設備更
新工事

京都市中京区両替町通御
池上ル金吹町４５1
支出負担行為担当官
京都労働局総務部長
三浦　裕幸

令和3年10月12日

奥谷電機株式会社
京都市中京区富小路
通錦小路上ル高宮町
595番地

4130001020187

予算決算及び会計令第99条
の2「契約担当官等は、競争
に付しても入札者がいないと
き、又は再度の入札をしても
落札者がないときは、随意契
約によることができる。この場
合においては、契約保証金
及び履行期限を除くほか、最
初競争に付するときに定めた
予定価格その他の条件を変
更することができない。」

¥6,518,218 ¥3,999,600 61.4% 0 新規

契約の概要、随意契
約理由等について審
議を行った。

※　備考欄には、以下の①からまる⑥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」。

　⑥　他省庁等との連名契約の場合は「連名契約」、予算決算及び会計令第９９条第１号に基づく秘密随意契約の場合は「秘密契約」、単価契約については「単価契約（＠●●※単価額）」

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

令和　3　年　　6月　　1日～令和　3　年　　11月　30　日契約締結分 京都労働局



別紙様式３

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 京都労働局

監視
委員会

抽出案件

抽出
案件
Ｎｏ．

Ｎｏ． 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
争等の別（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）

1
令和３年度京都労働局職業安定行政に
おける文書保管等業務委託

京都市中京区両替町通御池
上ル金吹町451
支出負担行為担当官
京都労働局総務部長
三浦　裕幸

令和3年6月14日
株式会社草津倉庫
滋賀県草津市大路一丁
目13番21号

2160001012778 一般競争入札 ¥3,523,366 ¥1,577,950 60.1 ２者

3 1 2
令和３年度就職氷河期世代活躍支援都
道府県プラットフォームを活用した支援

京都市中京区両替町通御池
上ル金吹町451
支出負担行為担当官
京都労働局総務部長
三浦　裕幸

令和3年6月30日
株式会社アイシーエル
京都市右京区梅津北浦
町19番地の23

9130001000077 一般競争入札 ¥9,950,061 ¥6,655,000 66.9 ６者
契約の概要等に
ついて、審議を

行った。

3 郵便料金計器の更新

京都市中京区両替町通御池
上ル金吹町451
支出負担行為担当官
京都労働局総務部長
三浦　裕幸

令和3年7月19日

株式会社ピツニーボウズ
ジャパン大阪支店
大阪市中央区安土町2-
3-13

7010701008334 一般競争入札 ¥2,373,624 ¥1,217,040 51.3 ５者

4 2 4
令和３～７年度京都労働局業務用自動
車リース契約

京都市中京区両替町通御池
上ル金吹町451
支出負担行為担当官
京都労働局総務部長
三浦　裕幸

令和3年7月30日

株式会社トヨタレンタリー
ス京都
京都市南区吉祥院向田
東町16

613000101129 一般競争入札 ¥17,723,200 ¥14,551,680 82.1 ２者
契約の概要等に
ついて、審議を

行った。

5
令和３年度雇用保険関係業務用紙の印
刷

京都市中京区両替町通御池
上ル金吹町451
支出負担行為担当官
京都労働局総務部長
三浦　裕幸

令和3年8月12日
株式会社もとすいんさつ
岐阜県瑞穂市居倉324番
地

1200001027500 一般競争入札 ¥5,164,799 ¥2,776,048 53.7 ６者

3 6
年度後半における集中的な就職面接会
事業

京都市中京区両替町通御池
上ル金吹町451
支出負担行為担当官
京都労働局総務部長
三浦　裕幸

令和3年9月8日
株式会社パワーキャスト
大阪府堺市堺区向陵中
町4-3-15

8120101021090 一般競争入札 ¥7,382,650 ¥6,672,600 90.4 ３者
契約の概要等に
ついて、審議を

行った。

7
京都労働局他１５施設の建築設備法定
点検等業務委託

京都市中京区両替町通御池
上ル金吹町451
支出負担行為担当官
京都労働局総務部長
三浦　裕幸

令和3年9月10日
株式会社ReR
和歌山県和歌山市久右
衛門丁54番地

2170001013866 一般競争入札 ¥1,911,039 ¥907,500 47.5 ４者

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

令和　3　年　　6月　　1日～令和　11　年　　月　30　日契約締結分



〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 京都労働局

監視
委員会

抽出案件

抽出
案件
Ｎｏ．

Ｎｏ． 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
争等の別（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）

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

令和　3　年　　6月　　1日～令和　11　年　　月　30　日契約締結分

4 8
令和３年度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

京都市中京区両替町通御池
上ル金吹町451
支出負担行為担当官
京都労働局総務部長
三浦　裕幸

令和3年11月12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 センターまちや5階

8011505001433 一般競争入札 ¥5,278,740 ¥4,721,239 89.4 １者

契約の概要等に
ついて、審議を
行った。

※　備考欄には、以下の①から⑥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」。

　⑥　他省庁等との連名契約の場合は「連名契約」、予算決算及び会計令第９９条第１号に基づく秘密随意契約の場合は「秘密契約」、単価契約については「単価契約（＠●●※単価額）」



別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 京都労働局

監視
委員会

抽出案件

抽出
案件
Ｎｏ．

Ｎｏ． 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）

1
令和３年５月期特殊消耗品の内事務用
品類等の購入

京都市中京区両替町通御池
上ル金吹町451
支出負担行為担当官
京都労働局総務部長
二浦　裕幸

令和3年7月7日

株式会社上田屋
京都市中京区押小路通
釜座東入る上松屋町710
番地の3

8130001019952

会計法第29条の3第5項及び
予算決算及び会計令第99条
第3号
「予定価格が160万円を超え
ない財産を買い入れるとき。」
に該当するため。

¥1,000,508 ¥846,501 84.6 0
500万円

未満
２者

5 1 2 地域雇用活性化推進事業

京都市中京区両替町通御池
上ル金吹町451
支出負担行為担当官
京都労働局総務部長
三浦　裕幸

令和3年10月1日

和束町雇用促進協議会
京都府相楽郡和束町大
字釜塚小字生水14番地
の2

当該事業の委託要綱等に基
づき、企画競争により選定さ
れた団体に業務を委託するも
の。会計法第２９条の３第４
項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号に該当す
るため。

¥88,517,000 ¥88,517,000 100.0 0

500万円
以上

（令和6年3
月31日まで
の複数年契

約）

契約の概要、随
意契約理由等に
ついて審議を
行った。

6 2 3
令和3年度下期新型コロナウィルス感染
症対応休業支援金センター事務室の賃
貸借

京都市中京区両替町通御池
上ル金吹町451
支出負担行為担当官
京都労働局総務部長
三浦　裕幸

令和3年10月1日
株式会社ハウスドゥ
京都市中京区烏丸通錦
小路上る手洗水町670番
地

61310001037568

契約の目的物が代替性のな
い特定の位置、構造又は性
質のものであり、競争を許さ
ず、会計法第２９条の３第４
項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号に該当す
るため。

¥10,985,436 ¥10,985,436 100.0 0 500万円
以上

契約の概要、随
意契約理由等に
ついて審議を
行った。

　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」。

　⑥　他省庁等との連名契約の場合は「連名契約」、予算決算及び会計令第９９条第１号に基づく秘密随意契約の場合は「秘密契約」、単価契約については「単価契約（＠●●※単価額）」

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

令和　3　年　　6月　　1日～令和　3　年　11　月　30　日契約締結分

※　備考欄には、以下の①から⑥に該当する場合には、当該符号を付すこと。



令和３年度 第２回 京都労働局 公共調達監視委員会 議事概要 

開催日及び場所 令和４年２月７日（月）  京都労働局 ６階会議室２ 

委員(敬称略) 

委員長  長谷川 博啓 弁護士 

委 員  臼 田 多 惠  税理士 

委 員  中 森 孝 文 教授 

審査対象期間 令和３年６月１日から令和３年１１月３０日の期間における契約締結分 

抽出案件 ６件 

公共工事 （競争入札） ： １件（下記１） 

公共工事 （随意契約） ： １件（下記２） 

物品役務等（競争入札） ： ２件（下記３・４） 

物品役務等（随意契約） ： ２件（下記５・６） 

審議案件 ６件  

報告案件 ０件 
※「報告案件」とは、監視委員会において不適切等と判断され、 

意見の具申又は勧告がなされたもの。 

委員からの意見・質問、 

担当者等の回答 
下記のとおり。 

 

１ 宇治公共職業安定所の空調設備更新工事 

意見・質問 回 答 

入札の声掛けを行った業者はすべて初めての業者か。

過去に取引のあった業者には声をかけなかったのか。 

 

過去に取引のあった業者は入札の資格要件に合いませ

んでしたので、声を掛けたのは全て初めての業者になり

ます。 

応札した２者の金額の差が大きいが、機器の単価や労

務費に差があったのか。 

落札した業者が設置した機器に問題はなかったか。 

落札した業者は、共通仮設費・現場管理費・一般管理

費が計上されていませんでした。 

仕様を満たしており問題ありませんでした。 

仕様書では管工事はほとんど無いように思われるが、

「管工事」としたのが適切か、確認願いたい。 

 

 分かりました。 

  

２ 丹後労働基準監督署の空調設備更新工事 

意見・質問 回 答 

工事の履行状況はどうか。 先日機器納入の目途が立ち、来週から工事施工予定で

す。納期までに履行できる見込みです。 

 

再公告の際に１者のみに声を掛けた理由はなにか。 最初の入札の際に他の業者は全て納品見込みが立たな

いということであり、納品見込みが立っているのが当該

業者のみだったためです。 



案件１の三菱電機製と本案件のアイシン製の違いは

なにか。 

 

案件１は電気による氷蓄熱層式でしたが、本案件はガ

スによるものです。電気によるものにするには、庁舎の

設備から変更する必要があります。 

 

３ 就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援事業 

意見・質問 回 答 

技術点と価格点の比率も本省指示で、京都局において

変更できないのか。 

 

京都局においては変更できません。 

他局が参加求職者数の目標に達していたか否かを確

認して、京都局が達しなかった原因を調べる必要がある

のではないか。 

確認いたします。 

 

動画については、ユーチューブとホームページに記載

するとなっているが、それでは見る人が少なくアピール

できないのではないか。 

各機関との連携となっていますので、動画作成後は可

能な限り広範囲にアピールする予定です。 

 

４ 令和３～７年度京都労働局業務用自動車リース契約 

意見・質問 回 答 

ひとつの業者から情報を収集して予定価格積算の参

考としたのか。 

 

情報収集した業者はひとつです。 

入札に参加が見込まれる業者から予定価格の参考資

料を徴取すると、その業者に予定価格を推測させること

になるのではないか。やり方を見直した方がよい。 

ご意見ありがとうございます。検討いたします。 

 

 

５ 地域雇用活性化推進事業 

意見・質問 回 答 

協議会の会長は町長であるが、協議会はどのような構

成なのか。 

 また、経費に人件費が計上されているが、事務局職員

等の人件費の対象者についても、どのような構成か。 

確認いたします。 

 

 

６ 令和３年度下期新型コロナウイルス感染症対応休業支援金センター事務室の賃貸借 

意見・質問 回 答 

敷金や仲介手数料は発生していないのか。 

 

発生しておりません。 



定期賃貸借契約となっているが、これは借主が不利で

貸主が有利な契約である。普通賃貸借契約を交わせるの

であれば、そちらを選んだ方がよい。 

 ご意見ありがとうございます。確認して、今後留意し

ます。 

 


