
(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 0 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 6 件

　　・審議件数 0 件

　　　うち、契約金額が500万円以上の案件 0 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 13 件

　　・審議件数 5 件

0 件

5 件

0 件

 うち委託事業 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

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。）

令和２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３年２月１０日（水）　午後１時３０分～午後３時３０分

古阪　 秀三　大学教授　工学博士

長谷川 博啓　弁護士

臼田　 多惠　税理士

　令和２年６月１日　～　令和２年１１月３０日契約締結分

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

　　　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

　　　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

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



(部局名)

１　開催日

２  審査対象期間

３　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 0 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 6 件

　　・審議件数 0 件

　　　うち、契約金額が500万円以上の案件 0 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 13 件

　　・審議件数 5 件

0 件

5 件

0 件

 うち委託事業 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

４　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抽出を行った。

　　　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、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、新規案件で競争性のない随意契約で調達しているもの

0件

　令和３年２月１０日（水）　午後１時３０分～午後３時３０分

令和２年度　第２回　公共調達監視委員会審議対象件数

京都労働局

　　　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

　令和２年６月１日　～　令和２年１１月３０日契約締結分



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
公共調達監視委員会
審議結果状況（所見）

1 1
雇用保険電子申請センターの拡充
に伴う京都西陣公共職業安定所３階
フロアの内装工事

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
柴田　栄二郎

令和2年11月16日
株式会社浦田建装
京都市下京区西七条
東石ヶ坪町3番地

5130001016630 一般競争入札 ¥6,764,065 ¥5,368,000 79.4% ２者

※　備考欄には、以下の①から⑤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」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

京都労働局（令和２年６月１日～令和２年１１月３０日）　　



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
公共調達監視委員会
審議結果状況（所見）

1 1 1

京都労働局におけるアズビル製
空調設備用自動制御中央監視
システム（リモート装置）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
柴田　栄二郎

令和2年10月13日

アズビル株式会社ビ
ルシステムカンパ
ニー関西支社
大阪市北区天満橋
1-8-30　OAPタワー

1010001139967

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。

¥11,575,154 ¥10,890,000 94.1% 0 新規 所見なし

※　備考欄には、以下の①から⑤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」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

京都労働局（令和２年６月１日～令和２年１１月３０日）　　



〔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． 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
公共調達監視委員会
審議結果状況（所見）

1
令和２年度京都労働局におけるスト
レスチェック業務委託

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
柴田　栄二郎

令和2年6月1日

株式会社ドクタートラス
ト
東京都渋谷区道玄坂1
丁目14番6号

4011001043322 一般競争入札 ¥1,254,220 ¥753,500 60.1 ６者

2
令和２年度労働保険年度更新時の
駐車場警備員配置

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
柴田　栄二郎

令和2年6月10日

三洋警備保障株式会
社
京都市伏見区竹田久
保町9番地1

4130001014569 一般競争入札 ¥1,884,583 ¥1,416,800 75.2 ４者

3
令和２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
柴田　栄二郎

令和2年8月11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 ¥3,819,722 ¥3,108,941 81.4 ５者

4
「新型コロナウイルス感染症対策用
飛沫感染防止パネル」の調達

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
柴田　栄二郎

令和2年9月15日

株式会社ニューコンセ
プト
大阪市淀川区西中島3
丁目11-24　山よし第
11ビル8Ｆ

8120001057631 一般競争入札 ¥7,123,557 ¥2,133,719 30.0 １１者

5
令和２年度医療・福祉分野求職開
拓事業

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
柴田　栄二郎

令和2年10月1日
ランゲート株式会社
京都市中京区泉正寺
町328番地西川ビル4F

1130001019265 一般競争入札 ¥5,061,666 ¥4,235,000 83.7 ２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）

京都労働局（令和２年６月１日～令和２年１１月３０日）　　

別紙様式３



〔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． 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
公共調達監視委員会
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）

京都労働局（令和２年６月１日～令和２年１１月３０日）　　

6 業務支援等システム用機器の購入

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
柴田　栄二郎

令和2年11月16日
株式会社三井田商事
京都市伏見区竹田西
内畑町19

5130001015772 一般競争入札 ¥2,247,231 ¥1,423,950 63.4 ３者

※　備考欄には、以下の①から⑤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」。



〔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．

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

公共調達監視委員会
審議結果状況（所見）

2 1 1

雇用調整助成金事務センター及び
休業支援金センターの什器類及び
複合機のレンタル契約（複合機保守
含む）

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
柴田　栄二郎

令和2年6月18日
エイトレント株式会社
大阪市中央区西心斎
橋2-2-3

6120001061197

緊急の必要により競争に
付することができないと判
断されるため、会計法第２
９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。

¥9,722,812 ¥9,485,410 97.6 0
新規

500万円
以上

所見なし

4 2 2

雇用調整助成金事務センター及び
休業支援金センターの新設に係るパ
ソコン等のレンタル及びLAN配線工
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
柴田　栄二郎

令和2年6月18日
株式会社三光商事
京都市下京区堺町通
高辻下る夕顔町480

6130001017438

緊急の必要により競争に
付することができないと判
断されるため、会計法第２
９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。

¥16,701,932 ¥14,484,635 86.7 0
新規

500万円
以上

所見なし

3 3
雇用調整助成金事務センター事務
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
柴田　栄二郎

令和2年6月26日

株式会社ティーケー
ピー
東京都新宿区市谷八
幡町8番地TKP市ヶ谷
ビル2階

7010001105955

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。

¥24,393,600 ¥20,264,777 83.1 0
新規

500万円
以上

4 4
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

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
柴田　栄二郎

令和2年7月1日

株式会社秀インターワ
ン
京都市中京区烏丸通
蛸薬師上ル七観音町
637番地インターワンプ
レイス烏丸ビル7Ｆ

8130001025991

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。

¥16,483,500 ¥16,478,154 100.0 0
新規

500万円
以上

5 5 マスクの購入

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
柴田　栄二郎

令和2年7月22日
株式会社やまもと
京都市上京区千本通
中立売上る

1130001004052

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。

¥1,274,196 ¥1,232,589 96.7 0

新規
500万円

未満
１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）

京都労働局（令和２年６月１日～令和２年１１月３０日）　　

別紙様式４



〔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．

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

公共調達監視委員会
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）

京都労働局（令和２年６月１日～令和２年１１月３０日）　　

6 6
令和2年度「労働基準監督官採用試
験(第一次試験)」の会場借上

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
柴田　栄二郎

令和2年7月30日

株式会社ティーケー
ピー
東京都新宿区市谷八
幡町8番地TKP市ヶ谷
ビル2階

7010001105955

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。

¥1,024,839 ¥1,024,838 100.0 0
500万円

未満
１者

5 7 7
雇用調整助成金相談センター拡充
に係るパソコンのレンタル

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
柴田　栄二郎

令和1年9月25日
株式会社三光商事
京都市下京区堺町通
高辻下る夕顔町480

6130001017438

緊急の必要により競争に
付することができないと判
断されるため、会計法第２
９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。

¥1,179,534 ¥1,094,500 92.8 0

新規
500万円

未満
１者

所見なし

3 8 8

雇用調整助成金相談センター拡充
に係る什器類及び複合機のレンタル
契約（什器類移設および複合機保守
含む）

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
柴田　栄二郎

令和2年9月25日
エイトレント株式会社
大阪市中央区西心斎
橋2-2-3

6120001061197

緊急の必要により競争に
付することができないと判
断されるため、会計法第２
９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。

¥2,651,583 ¥2,293,390 86.5 0

新規
500万円

未満
１者

所見なし

9 9
京都労働局におけるPCB廃棄処分
委託業務

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
柴田　栄二郎

令和2年9月29日

中間貯蔵・環境安全事
業株式会社
北九州市若松区響町1
丁目62番24号

2010401053420

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。

¥12,812,800 ¥12,812,800 100.0 0
500万円

以上

10 10
雇用調整助成金相談センター（第２
センター）の拡充に伴う事務室の賃
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
柴田　栄二郎

令和2年9月30日

株式会社第一ビルディ
ング
東京都中央区京橋二
丁目4番12号

1010001065445

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。

¥12,002,958 ¥12,002,958 100.0 0
新規

500万円
以上



〔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．

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

公共調達監視委員会
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）

京都労働局（令和２年６月１日～令和２年１１月３０日）　　

6 11 11
令和２年の税法改正に伴う業務支援
等システムの改修

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
柴田　栄二郎

令和2年10月15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番地3

5130001002985

当該システムの開発業者
であり、システムの著作権
が当該業者に帰属してい
るため。会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０
２条の４第３号に該当する
ため。

¥1,056,000 ¥1,056,000 100.0 0

新規
500万円

未満
１者

所見なし

12 12
休業支援金センターのパソコン等レ
ンタル（増設分）及びLAN配線工事

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
柴田　栄二郎

令和2年10月23日
株式会社三光商事
京都市下京区堺町通
高辻下る夕顔町480

6130001017438

緊急の必要により競争に
付することができないと判
断されるため、会計法第２
９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。

¥4,950,077 ¥4,891,700 98.8 0

新規
500万円

未満
１者

13
令和２年９月期特殊消耗品（什器
類）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
柴田　栄二郎

令和2年10月30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。

¥1,183,408 ¥840,958 71.1 0
500万円

未満
２者

　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」。

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。



令和２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３年２月１０日（水）  京都労働局 ６階会議室２ 

委員(敬称略) 

委員長  古 阪 秀 三 大学 工学博士 

委 員  長谷川 博啓 弁護士 

委 員  臼 田 多 惠  税理士 

審査対象期間 令和２年６月１日から令和２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） ： ０件 

公共工事 （随意契約） ： １件（下記１） 

物品役務等（競争入札） ： ０件 

物品役務等（随意契約） ： ５件（下記２・３・４・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 京都労働局におけるアズビル製空調設備用自動制御中央監視システム（リモート装置）更新工事 

意見・質問 回 答 

今回の業者に決まる前、前回の契約はどのようになって

いたのですか？ 

平成１５年竣工で、設置から１５年以上経過しており、

補修部品の供給期間も過ぎ、機器の故障のリスクも高ま

っているため更新することになりました。したがって今

回が初めての更新工事の契約になります。 

平成１５年竣工時にどのように空調業者を決めたのか

は、分からないのですか？ 

国土交通省から庁舎の引き渡しを受けた時点で設置され

ていますので、空調業者の選定方法は分かりません。 

 

 

２ 雇用調整助成金事務センター及び休業支援金センターの什器類及び複合機のレンタル契約 

  （複合機保守含む） 

３ 雇用調整助成金相談センター拡充に係る什器類及び複合機のレンタル契約 

  （什器類移設および複合機保守含む） 

意見・質問 回 答 

どの程度の緊急性ですか？ ２番の案件は、５月末に第２次補正予算の通知が届き、

７月１日契約開始まで１か月程度の期間でした。３番の

案件も、民間ビルに入居している事務室の隣に空き室が

できるという情報を得てから、１０月１日契約開始まで

１か月程度の期間でした。 



最初の７月１日契約の際、他社から見積もりは取ってい

ないのですか？ 

当局においては、オフィス什器のレンタル契約は今まで

経験がありませんでした。３社に連絡をし、今回の規模

のオフィス什器レンタルを行っているのが１社だけでし

た。 

予定価格の作成にとても苦労されて人費も掛かってい

ると思います。本省や東京局、大阪局などに専門の部署

を作って、そこで予定価格の作成を含む調達事務をまと

めて行うほうが良いと思います。 

ご意見ありがとうございます。 

仕様書に什器の品質等の記載がないのが気になります。

新品を購入する場合は良いのですが、レンタルの場合、

かなり古い中古品を持ち込まれることもあり得ます。 

ご意見ありがとうございます。 

 

 

４ 雇用調整助成金事務センター及び休業支援金センターの新設に係るパソコン等のレンタル及びＬＡＮ配線工事 

５ 雇用調整助成金相談センター拡充に係るパソコンのレンタル 

意見・質問 回 答 

返却時に、データを消すということも仕様書に含まれて

いますか、それがとても重要だと思います。 

仕様書に記載しています。 

見積書に記載されている動産保証プランとは、どのよう

なものですか？ 

パソコンを壊してしまった場合の保険のような内容にな

っています。 

 

 

６ 令和２年の税制改正に伴う業務支援等システムの改修 

意見・質問 回 答 

全国でどの程度の数の労働局が、この業者のシステムを

使用しているのですか？ 

４７都道府県のうち４０以上と聞いています。 

厚生労働省全体でシステムを作らないのでしょうか？ 来年度から全省庁統一のシステムが稼働すると聞いてお

ります。 

この案件に限らず、各労働局に調達やシステムの専門集

団を作るということは困難ですので、本省にそのような

専門集団を作る必要があると思います。 

ご意見ありがとうございます。 

 


