
(部局名)

１　開催日

２　委員の氏名及び役職等

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 6 件

　　・審議件数 6 件

　　うち、契約金額が500万円以上の案件 1 件

　　うち、参加者が１者しかいないもの 5 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 6 件

　　・審議件数 6 件

　　うち、契約金額が500万円以上の案件 0 件

　ていないもの。

0 件

0 件

1 件

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。）

　公共工事の審査案件は、競争入札及び随意契約によるものは0件であり、審査案件なし。
　また、物品・役務の審査対象については、競争入札によるものが6件、随意契約によるものが6件
で、合計で12件を審査案件として審議した。

別添（審査概要）のとおり

　　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

　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

　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

委員長　柏田　芳徳　（弁護士）

委　員　富永　順一　（税理士）

委　員　出山　実　　（大学准教授）

平成28年5月1日～平成28年12月31日契約締結分

公共調達監視委員会活動状況報告書

（45）宮崎労働局

平成29年2月14日（火）



平成 28年度 第 2回宮崎労働局公共調達監視委員会の審査概要 

 

１ 開催日時    平成 29年 2月 14日（火） 

午前 10時 00分～ 

 

２ 開催場所    宮崎合同庁舎 4階基準部大会議室 

 

３ 委員（敬称略） 委員長 柏田 芳徳 弁護士 

          委 員  富永 順一 税理士 

          委 員  出山 実  大学准教授 

 

４ 審査対象期間  平成 28年 5月 1日～平成 28年 12月 31日契約分 

 

５ 審議件数    12件 

         （内訳）競争入札による公共工事    0件 

             随意契約による公共工事    0件 

             競争入札による物品・役務等  6件 

             随意契約による物品・役務等  6件 

 

６ 抽出方法 

   公共工事の契約案件については、競争入札によるもの及び随意契約によるものは

なかった。 

物品・役務等の契約案件については、競争入札によるものが 6件、随意契約によ

るものが 6件で、合計 12件全てを審議した。 

抽出方法としては、契約金額が 500 万円以上の契約案件については 1 件を審査

案件とし、契約金額が 500 万円未満の契約案件については、入札参加者が１者の

案件 5件を含む 11件を審議した。 

 

７ 審査内容 

  事前に配布していた「公共調達監視委員会審議対象一覧」及び「審査会調書」に

より、事案ごとに事務局から概要を説明し、その後、委員からの意見・質問等を

受け審議した結果、審議結果は「所見なし」と結論され、審議が終了した。 

   委員からの意見・質問等に対する回答等については、以下のとおりである。 

（１） 委員からの意見・質問 

① 【競争入札（物品・役務）6号】 

「自動車交換等交換」 

（委員） 

  仕様書推奨車種では、4 社の車種を推奨しているが、実際に契約した業者は

この 4 社に含まれていない。何故当該事業場が入札に参加することとなった



か経緯を教示願いたい。 

（回答） 

交換契約における車種は重量税及び車両の規格が 1 トン未満と定められてい

る。入札公示を行っていたが入札に参加の意思を示した業者がなかったため、

当局より各業者に声掛けを行うも、入札参加資格を満たしていない、対象とな

る車両がない等の理由により仕様書に示した 4 社より参加がなく、以外の業者

が参加の意思を示したため。 

 

② 【随意契約（物品・役務）2号】 

「指定外物品購入契約（5月要求分）」 

（委員） 

入札を 2 回実施した後、随意契約に移行しているが、落札日時が 6 月 29 日、

6月 30日となっている理由について教示願いたい。 

（回答） 

本件に係る開札については、6月 29日午前中に 1回目、午後に再入札、翌 6

月 30日に再々入札を実施するも予定価格を満たす業者がなかった。 

開札日時の設定については、電子入札システムにより入札を実施しているた

め、システム上の都合により当該日程となった。 

3 回の入札により落札者がなかったため、7 月 1 日に見積もり合わせを実施

し随意契約となった。 

 

③ 【随意契約（物品・役務）4号】 

「パッケージエアコン床置形賃貸借契約」 

（委員） 

平成 29 年 3 月までの契約となっているが、職場環境の改善を鑑みると継続

した契約が必要であると考慮される。平成 29年度の契約に関し厚生労働省本省

への予算要求は既に行っているのか。 

（回答） 

職場環境を考慮すれば来年度以降も継続する必要があるため、賃貸借での予

算要求していく予定である。 

 

④ 【競争入札（物品・役務）6号】 

「自動車交換等交換」 

（委員） 

入札参加の区分について教示願いたい。 

また、Ａ等級の業者が参加できない理由は何故か、Ａ等級の業者であれば供

給可能と考えられることから、Ｂ，Ｃ，Ｄ等級の業者がいない場合、Ａ等級の

業者への幅を広げ、入札を実施することは出来ないのか。 

（回答） 



入札参加資格の等級拡大については、2 回連続同一案件で 1 社しか参加しな

かった場合は拡大可能となっているが、それ以外は厚生労働大臣への協議が必

要となっており、協議次第ではＡ等級の業者の参加も可能である。 

 

⑤ 【その他】 

（委員） 

開札調書と入札状況調書との違いを教示願いたい。 

（回答） 

  同一の書類である。 

  なお、入札状況調書は電子入札システムに入札状況を入力した後に出力され

るものである。 

 

 

 

   労働局担当 

（応対者）宮崎労働局総務部総務課長 

（経理、契約等担当）          宮川 雅行 

宮崎労働局総務部総務課 会計第一係長 

（物品・役務、契約等担当）       蔭山 昌孝 

宮崎労働局総務部総務課 会計第二係長 

（公共工事、契約等担当）        柳田 亮二 

（事務局）宮崎労働局雇用環境・均等室 雇用環境改善・均等推進監理官 

（宮崎労働局公共調達監視委員会事務局担当） 上田 徹也 

宮崎労働局雇用環境・均等室 企画・調整係長 

（宮崎労働局公共調達監視委員会事務局担当） 清水 謙一 



0件

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

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：
税込み）

契約金額（円：
税込み）

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

2

3

4

5

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（公共工事）

【競争入札によるもの】



7件

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

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：税込み）

契約金額
（円：税込み）

落札率（％） 備考
公共調達審査会
審議結果状況
（所見）

1
印刷物製造契約（求人から
採用まで外３件）

宮崎労働局　支出負担行為
担当官　後藤　尚
宮崎県宮崎市橘通東３丁目１
番２２号５階

平成28年5月13日

有限会社　宮崎新生社印
刷
宮崎県宮崎市新名爪中牟
田７６６

一般競争入札 2,036,945円 1,348,833円 66.2% 1者 所見なし

2
平成２８年度　一般定期健康
診断及びＶＤＴ健康診断にか
かる業務委託契約

宮崎労働局　支出負担行為
担当官　後藤　尚
宮崎県宮崎市橘通東３丁目１
番２２号５階

平成28年6月6日

公益財団法人　宮崎県健
康づくり協会
宮崎県宮崎市霧島１丁目１
番地２

一般競争入札 7,192,679円 7,179,591円 99.8% 1者 所見なし

3

ハローワークプラザ宮崎マ
ザーズコーナーにおける託
児付パソコン講習会業務委
託契約

宮崎労働局　支出負担行為
担当官　後藤　尚
宮崎県宮崎市橘通東３丁目１
番２２号５階

平成28年6月27日

株式会社　宮崎県ソフト
ウェアセンター
宮崎県宮崎市佐土原町東
上那珂字長谷水１６５００
番地２

一般競争入札 2,264,089円 1,444,824円 63.8% 審査対象外

4
平成２８年度上期印刷物（封
筒）製造契約

宮崎労働局　支出負担行為
担当官　後藤　尚
宮崎県宮崎市橘通東３丁目１
番２２号５階

平成28年6月30日
株式会社　宮崎南印刷
宮崎県宮崎市大字田吉字
赤江３５０番地１

一般競争入札 1,035,728円 716,827円 69.2% 3者 所見なし

5
印刷物製造契約（雇用保険
関係業務用印刷物）

宮崎労働局　支出負担行為
担当官　後藤　尚
宮崎県宮崎市橘通東３丁目１
番２２号５階

平成28年7月20日
株式会社　あすなろ印刷
鹿児島県鹿児島市城西２
丁目２－３６－２０５

一般競争入札 2,321,965円 2,308,970円 99.4% 1者 所見なし

6 自動車交換等契約

宮崎労働局　支出負担行為
担当官　後藤　尚
宮崎県宮崎市橘通東３丁目１
番２２号５階

平成28年10月6日
宮崎日産自動車株式会社
宮崎県宮崎市花ヶ島町屋
形町１１７９番地

一般競争入札
（総合評価） 1,361,091円 1,032,994円 75.9% 1者 所見なし

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務）

【競争入札によるもの】



7件

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

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：税込み）

契約金額
（円：税込み）

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）

【競争入札によるもの】

7
年度後半における集中的な
就職面接会開催事業委託契
約

宮崎労働局　支出負担行為
担当官　後藤　尚
宮崎県宮崎市橘通東３丁目１
番２２号５階

平成28年11月24日

株式会社アソウ・ヒューマ
ニーセンター
福岡県福岡市中央区天神
２丁目８番４１号

一般競争入札 3,123,947円 2,630,024円 84.2% 1者 所見なし



0件

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

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

2

3

4

5

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（公共工事）

【随意契約によるもの】



6件

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

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２８年度新規高等学校
卒業予定者企業説明会会場
賃貸借契約

宮崎労働局　支出負担行為
担当官　後藤　尚
宮崎県宮崎市橘通東３丁目
1番22号5階

平成28年5月16日

株式会社　宮崎観光
ホテル
宮崎県宮崎市松山１
－１－１

会計法第２９条の３第４項
（公募実施） 1,338,824円 1,222,560円 91.3% 0 所見なし

2
指定外物品購入契約（5月要
求分）

宮崎労働局　支出負担行為
担当官　後藤　尚
宮崎県宮崎市橘通東３丁目
1番22号5階

平成28年7月1日
株式会社川越紙店
宮崎県宮崎市旭１丁
目１番４号

予決令99条の２の不落随契
（一般競争入札実施も不調の
ため）

1,616,780円 1,599,700円 98.9% 0 所見なし

3
実践型地域雇用創造事業委
託契約

宮崎労働局　支出負担行為
担当官　後藤　尚
宮崎県宮崎市橘通東３丁目
1番22号5階

平成28年7月1日

延岡地域雇用促進協
議会
宮崎県延岡市東本小
路１２１番地１

事業構想を募集し、提案を
行った団体から厚生労働省の
選抜・評価委員会が審査・採
択した団体と契約することとな
るため。会計法第29条の3第4
項

168,984,000円 168,984,000円 100.0% 0 所見なし

4
パッケージエアコン床置形賃
貸借契約

宮崎労働局　支出負担行為
担当官　後藤　尚
宮崎県宮崎市橘通東３丁目
1番22号5階

平成28年9月1日

株式会社レンタルの
ニッケン宮崎営業所
宮崎市花ヶ島町柳ノ
丸５３０－１

執務室環境が適切でなく、来
庁者及び職員が常に不快な
状態であり、業務に支障が生
じていることから緊急随意契
約。会計法第29条の3第4項

933,120円 933,120円 100.0% 0 所見なし

5
不動産（駐車場）賃貸借契約
（下期）

宮崎労働局　支出負担行為
担当官　後藤　尚
宮崎県宮崎市橘通東3丁目1
番22号5階

平成28年10月1日

旭化成オフィスワン株
式会社
宮崎県延岡市旭町2
丁目1番地３

代替性のない不動産の
借上であり会計法第29
条の3第4項に該当する
ため

997,920円 997,920円 100.0% 0 所見なし

6
平成２８年度春のみやざき就
職フェア会場賃貸借契約

宮崎労働局　支出負担行為
担当官　後藤　尚
宮崎県宮崎市橘通東3丁目1
番22号5階

平成28年11月30日

フェニックスリゾート株
式会社
宮崎県宮崎市大字塩
路字浜山３０８３

会計法第２９条の３第４項
（公募実施） 1,929,528円 1,323,000円 68.6% 0 所見なし

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務）

【随意契約によるもの】


