
(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 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

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 6 件

　　・審議件数 4 件

　　　うち、契約金額が500万円以上の案件 1 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 2 件

　　・審議件数 1 件

0 件

0 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。）

平成２９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

　平成３０年２月２日（金）　午前１０時００分～午前１２時００分

古阪　秀三　大学教授　工学博士

安保　嘉博　弁護士

山田　陽子　公認会計士・税理士

　平成２９年６月１日　～　平成２９年１１月３０日契約締結分

0件

　　　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

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



平成２９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 平成３０年２月２日（金）  京都労働局 ６階第 1会議室 

委員(敬称略) 

委員長  古 阪 秀 三 大学教授 工学博士 

委 員  安 保 嘉 博 弁護士 

委 員  山 田 陽 子  公認会計士・税理士 

審査対象期間 平成２９年 ６月１日から平成２９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） ： ０件 

物品役務等（競争入札） ： ４件（下記１～４） 

物品役務等（随意契約） ： １件（下記５） 

審議案件 ５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．平成２９年度京都労働局ストレスチェック業務委託 

意見・質問 回 答 

医師による面接指導も含めて60数万円の契約であれ

ば安い印象を受ける。昨年度の入札内訳で、各業者の

面接指導や結果説明会等の単価の差が大きいがどうし

てか。 

面接指導や結果説明会は、北部、南部ごと２カ所で

行うこととしており、面接指導は 1 人につき 1時間程

度、結果説明会は署所の管理者を集めて 1 時間程度と

仕様書に記載しています。落札業者は、全国的に他の

労働局数カ所においても受託しており、労働局仕様の

ノウハウ等理解しているため、他業者より安価であっ

たと思われます。この業者は、昨年度に引き続き 2回

目の入札でしたが、入札額をさらに下げています。 

落札率が低かったからと言って予定価格を下げるこ

とを検討しているようだが、質を保つよう、他にも検

討すべきではないか。 

仕様書の見直しを行った上で、検討いたします。 

２．年度後半における集中的な就職面接会事業 

意見・質問 回 答 

予定価格を昨年度実績で立てているとのことだが、内

訳は適正にされているか。 

特に不適切な項目はありません。 



結果の報告書では、参加者数、面接数、応募者数、採

用数等を上げているが、職種別に上げる等実際の動きが

見えるデータの提出が必要。この数値で効果があったと

見ることができるのか。質の評価、競争を図るべきであ

り、総合評価の方がよいのではないか。 

面接会の実績を上げる為、受託者だけでなく、ハ

ローワーク、局担当課においても求職者が集まるよ

うに広報は行っていますが、今後も質の向上を目指

し、さらに工夫はしていきます。この事業の契約方

法は、全国的に最低価格落札方式です。 

リーガロイヤルホテルが会場指定されているとのこ

とだが、会場費がかなり高く京都駅周辺なら他に多くの

施設がある。その分を他に使うべきではないか。 

昨年も会計から、局担当課に会場の見直しを要請

しましたが、3府県労働局共同共催でもあり、変更す

ることはできませんでした。来年度は、早い時期に

再度要請いたします。 

３．京都西陣公共職業安定所烏丸御池庁舎マザーズハローワークレイアウト変更に伴う新規

什器類等の購入及び既設物品等の移設 

意見・質問 回 答 

参考見積りに協力した業者は、入札に入れない方がよ

いのでは。 

応札者をある程度確保する為、外しておりません。

今回は烏丸御池庁舎分ということもあり、多数の業

者からの問い合わせがあり、結果的に新規業者が落

札しました。参考見積りを徴した業者に有益になる

ような働きかけはしておりません。 

公平性の観点から、参考見積りに協力した業者は、例

えば協力費用等を払うようにして、入札に参加できない

ようにした方がよいのでは。 

今後は、レイアウト変更には、図面作成なども必

要な為、その費用を出すことによって入札には入れ

ないということも検討していきます。 

落札率が低かったが、低入札価格制度は該当しないの

か。また、質には問題なかったのか。特に、労務費に問

題はないか検証するように。 

予定価格が１０００万円未満の場合は、該当しま

せん。特にこれまでのところ、調達の質に問題はな

く、労務費については、労働局として今後もしっか

り見ていきます。 

４．京都労働局職業安定部レイアウト変更に伴う既設物品等の移設について 

 回 答 

予定価格が１００万円以上である為入札したとのこ

とだが、落札額が７０万円ほど。労務費が半分程度を

占める予定価格であるのに、落札額が低いということ

は、人件費は確保できたのか。 

予定価格は、作業の日数については、参考見積り業

者より聴取した日数で、単価は公共工事設計労務単価

（普通作業員）を用い、人数は１３名で積算していま

す。今後は落札後入札内訳の確認をします。 

５．平成３０年３月新規高等学校卒業予定者を対象とした企業説明会会場借上・会場設営に

ついて 

意見・質問 回 答 

予定価格を受けて契約業者が値引きして見積書を提

出したのか。 

仮予約の前に他会場と比較し、この会場に決定し、

見積書を徴しました。予定価格の積算時には、値引き

は考慮していません。 

 



別紙様式１

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名
監視委
員会抽
出

案件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 該当なし

※　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（平成２９年６月１日～平成２９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 部局名
監視委
員会抽
出

案件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

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 該当なし

※　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」。

京都労働局（平成２９年６月１日～平成２９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 部局名
監視委
員会抽
出

案件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 1
平成29年度京都労働局ストレス
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
佐藤　賢一郎

平成29年6月9日

株式会社ドクタート
ラスト
東京都渋谷区道玄
坂二丁目25番12号

4011001043322 一般競争入札 ¥1,433,160 ¥695,520 48.5% ２者 所見なし

2 2
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
佐藤　賢一郎

平成29年6月26日

オムロンパーソネル
株式会社
京都市下京区烏丸
通七条下ル東塩小
路７３５－５

7130001016810 一般競争入札 ¥11,145,022 ¥9,180,000 82.4% ２者 所見なし

3 3

京都西陣公共職業安定所烏丸御池
庁舎マザーズハローワークレイアウ
ト変更に伴う新規什器類等の購入及
び既設物品等の移設

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
佐藤　賢一郎

平成29年7月5日

株式会社宏栄山本
京都市上京区智恵
光院通寺之内下る
古美濃部町１８５

5130001002928 一般競争入札 ¥3,344,893 ¥2,159,967 64.6% ３者 所見なし

4
「平成２９年度雇用保険関係業務用
紙」の印刷について

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
佐藤　賢一郎

平成29年8月21日

株式会社もとすいん
さつ
岐阜県瑞穂市居倉
３２４

1200001027500 一般競争入札 ¥4,134,270 ¥3,816,990 92.3% ４者

4 5
京都労働局職業安定部レイアウ
ト変更に伴う既設物品等の移設
について

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
佐藤　賢一郎

平成29年10月4日

株式会社アキラ
大阪市阿倍野区昭
和町二丁目13番2号

4120001004661 一般競争入札 ¥1,254,216 ¥712,800 56.8% ４者 所見なし

6
京都労働局レイアウト変更等に
伴う庁舎内案内板の変更等につ
いて

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
佐藤　賢一郎

平成29年11月17日

株式会社アキラ
大阪市阿倍野区昭
和町二丁目13番2号

4120001004661 一般競争入札 ¥2,207,941 ¥950,400 43.0% 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　（物品・役務等）

京都労働局（平成２９年６月１日～平成２９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 部局名
監視委
員会抽
出

案件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

「平成２９年度第１回障害者就
職面接会」開催に係る会場付属
備品等の使用及び会場設営等
について

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
佐藤　賢一郎

平成29年9月6日

公益財団法人　国
立京都国際会館
京都市左京区岩倉
大鷺町４２２

1130005012365

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。

¥1,222,317 ¥1,134,097 92.8% 0

5 2
平成３０年３月新規高等学校卒
業予定者を対象とした企業説明
会会場借上・会場設営について

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
佐藤　賢一郎

平成29年11月1日

株式会社　セレマ
マリアージュ・グラン
デ
京都市南区烏丸通
り八条アバンティ７Ｆ
８Ｆ

2130001021294

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。

¥887,108 ¥627,210 70.7% 0 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　（物品・役務等）

京都労働局（平成２９年６月１日～平成２９年１１月３０日）


