
(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 27 件

　　・審議件数 23 件

　　うち、契約金額が500万円以上の案件 13 件

　　うち、参加者が１者しかいないもの 14 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 26 件

　　・審議件数 23 件

　　うち、契約金額が500万円以上の案件 13 件

　ていないもの。

0 件

0 件

4 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、該当案件はなかった。
物品・役務の審査対象については、競争入札によるものが23件、随意契約によるものが23件で、合
計で46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1月1日～平成28年4月30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28年9月13日（火）



平成 28年度 第 1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 28年 9月 13日（火） 

午前 10時 00分～午後 00時 00分 

 

２ 開催場所   宮崎合同庁舎 2階共用会議室 

 

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  准教授 

 

４ 審査対象期間 平成 28年 1月 1日～平成 28年 4月 30日契約分 

 

５ 審議件数   46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  23件 

            随意契約による物品・役務等  23件 

 

６ 抽出方法 

   公共工事の契約案件については、該当案件はなかった。 

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 27件、随意契約に

よるものが 26件で合計 53件であり、そのうち 46件を審議した。 

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全数の 26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、無作為抽出し

た案件 20件を加えた 46件を審議した。 

 

７ 審査内容 

  事前に配付していた「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 【入札契約（物品・役務）6号】 

「平成 28年度交通誘導警備及び駐車場整理委託契約（宮崎公共職業安定所）」 

（委員） 

仕様書において警備に係る人数については、4 月から 6 月は 3 名、7 月以降

は 2名となっていたがその事由を教示願いたい。 



（回答） 

例年、ハローワークにおいては、年度初めの 4 月から 6 月が繁忙期となって

おり求人数及び求職者数、雇用保険受給者数が増加している。このため、当該

期間のみ 3名体制での警備となっている。 

 

② 【入札契約（物品・役務）14号】 

「平成 28年度宮崎労働局（9署）における自動車賃貸借契約（単価契約）」 

（委員） 

宮崎労働局においては、官用車が 37台ある中で、新たに自動車を借りる必要

性や理由を教示願いたい。 

（回答） 

業務運営上年間を通じて常時必要な理由については、監督署及びハローワー

クにおいては、現場や事業所への訪問等年間を通して外出する機会が多く、ま

た、突発的に利用する場合もあることから、常時保有する必要がある。 

公用車を同日に複数必要とする場合もあり、公用車の複数台の配置が必要とな

っている。 

なお、労働局、監督署や安定所の公用車を流用することは距離的な問題もあ

り困難な状況である。 

 

③ 【随意契約（物品・役務）6号】 

「不動産（土地・建物）賃貸借契約」 

（委員） 

不動産賃貸借契約については、単年度契約となっているが契約期間を通算す

ると購入等で対応した方が安価であったと考慮されるが、契約年度当時におい

て購入等の検討は行わなかったのか。 

（回答） 

賃貸借を行っている施設については、付属施設として設置しており事業の見

直し等発生した場合施設を必要としなくなる場合もあることから、契約年度当

時において購入という概念ではなく賃貸者により契約を行ったものと考えられ

る。 

 

④ 【随意契約（物品・役務）15号～21号】 

「平成 28年度障害者就業・生活支援センター事業（雇用安定等事業）に係る

委託契約」 

（委員） 

人件費が、宮崎、高鍋、日南以外は給与ではなく謝金となっており、同事業

において支出科目が異なる事由を教示願いたい。 

（回答） 

    仕様書において、給与・謝金の指定はしておらず、委託契約先より提出され

た計画の表現が異なっていることによるものと考えられる。なお、支出の中身



は全て同一となっている。 

（委員） 

予算管理について、契約段階での計画と実際に運営した後、どの程度異なっ

ていたら問題になるのか。 

（回答） 

    予算管理については、契約時点では大まかな括りで細部まで指定しているわ

けではなく個々の委託契約先の裁量で運営しているが、審査時において審査基

準に基づき目的外の支出がないかなど各種帳簿等により適正に監査している。 

 

⑤ 【随意契約（物品・役務）25号～26号】 

「平成 28年度地域わかものサポートステーション事業委託契約」 

（委員） 

仕様書に就職者の見込みが示されており定着率 60%とあるが、費用対効果の

分析は前年度実績でどのように行っているのか。定着率があまり思わしくなけ

れば契約の見直しも必要なのではないか。 

また、企画書の提出が 1 社のみとなっているが、企画内容を選定時チェック

はしているものと思われるが、この 1 社を最も適した事業所と判断した理由は

何か。 

（回答） 

    前年度との比較については、今回が初めての事業であり、今後契約をどのよ

うに見直すかについては、来年度以降比較することとなると思われる。 

事業に係る企画書の審査は厚生労働省本省にて実施しており、審査実施後契

約となっている。結果として 1社のみの企画書の提出となっており、予算は本

省から示されたものとなるため 100％の落札額となっている。 

 

⑥ 【入札契約（物品・役務）1号】 

「平成 27年度指定外物品 12月要求分購入等一式契約」 

（委員） 

予定価格に対する落札率が 54.4%と低いが、予定価格を具体的にどのように

決定しているか教示願いたい。予定価格を落札額に近づけていく努力も必要な

のではないか。 

（回答） 

予定価格については、ネット情報による取扱い価格や定価からの下げ幅など

の市場価格を勘案し決定している。 

 

⑦ 【入札契約（物品・役務）3号】 

「平成 28年度富士ゼロックス製複写機・複合機の保守業務契約（単価契約）

8台」 

（委員） 

保守契約が高くならないようにするためにどのような工夫・対策を検討され



ているか。 

（回答） 

現在、複写機・複合機の予定価格については、利用頻度の高い機器と低い機

器と考慮し予定価格の縛りをかけ厳しく設定している。 

 

⑧ 【随意契約（物品・役務）13号】 

「給与等システムのサポート及びハード保守契約」 

（委員） 

全労働局で使用しているシステムであるが、当初より入札により契約したも

のであったか、若しくは随意契約であったか。 

（回答） 

導入当初は入札により業者を選定したと思われるが設置以降は随意契約によ

り契約を行っている。 

本件システムの導入時期は各労働局において異なっている。なお、以前は別

システムを使用していた労働局もあったが、現在では淘汰され全労働局が使用

しているものと思われる。 

 

⑨ 【随意契約（物品・役務）2号】 

「図書購入「労働関係法のポイント」」 

（委員） 

本件図書については、定期的に購入するような本であるのか。労働関係の図

書が多くある中で選定する理由はあるのか。 

（回答） 

労働基準法の詳細が網羅された図書であり、掲載内容と金額のバランスを考

慮すると最も適した図書である判断したため。 

 

 

 

   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 

（経理、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 

（経理、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審査会事務局担当） 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審査会事務局担当） 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】



27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
平成27年度指定外物品12月
要求分購入等一式契約

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

平成28年1月25日
株式会社ヨシダや
宮崎県宮崎市青葉町１１９
番地１

一般競争入札 3,492,600円 1,898,964円 54.4% 2者 所見なし

2
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　大坪　史東
宮崎県宮崎市橘通東３丁目1
番22号5階

平成28年2月1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
２－８－４１

一般競争入札 2,441,174円 2,067,660円 84.7% 2者 所見なし

3
平成28年度富士ゼロックス
製複写機・複合機の保守業
務契約（単価契約）8台

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4月1日

富士ゼロックス株式会社
宮崎営業所
宮崎県宮崎市広島２－５－
１１

一般競争入札 2,108,236円 2,108,236円 100.0% 1者 所見なし

4
平成28年度リコー製複写機・
複合機の保守業務契約（単
価契約）4台

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4月1日
株式会社ヨシダや
宮崎県宮崎市青葉町１１９
番地１

一般競争入札 5,238,860円 5,238,860円 100.0% 1者 所見なし

5
平成28年度キャノン製複写
機・複合機の保守業務契約
（単価契約）9台

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4月1日
株式会社レイメイ藤井宮崎
支店
宮崎県宮崎市永楽町140

一般競争入札 2,055,942円 2,055,942円 100.0% 1者 所見なし

6
平成28年度交通誘導警備及
び駐車場整理委託契約(宮
崎公共職業安定所）

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4月1日

株式会社オスカコーポレー
ション
宮崎県宮崎市中村東2丁
目1番32号

一般競争入札 4,081,725円 3,736,800円 91.5% 3者 所見なし

7
平成28年度自家用電気工作
物保安管理業務委託契約

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4月1日
九州電気管理協同組合
福岡県福岡市博多区博多
駅東1丁目１２－８

一般競争入札 1,263,600円 911,736円 72.2% 審査対象外

8
平成28年度宮崎労働局メー
ル便及び小口運送委託契約
(単価契約）

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4月1日

日本郵便株式会社宮崎中
央郵便局
宮崎県宮崎市高千穂通1
丁目1番34号

一般競争入札 6,904,543円 2,367,470円 34.3% 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】



27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】

9
平成28年度宮崎労働基準監
督署外11施設における機械
警備保安業務委託契約

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4月1日
セコム宮崎株式会社
宮崎県宮崎市橘通西4丁
目3番4号

一般競争入札 4,411,466円 3,846,528円 87.2% 審査対象外

10

平成28年度宮崎労働局関連
施設における清掃及び建築
物環境衛生管理業務委託契
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4月1日

株式会社中央ビルファシリ
ティーズ
宮崎県宮崎市錦町5番42
号

一般競争入札 9,108,124円 8,031,960円 88.2% 6者 所見なし

11
平成28年度宮崎労働局管理
各官署における空調設備保
守・点検業務委託契約

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4月1日
株式会社菱熱宮崎支店
宮崎県宮崎市橘通西5丁
目6番57号

一般競争入札 6,375,259円 3,067,200円 48.1% 3者 所見なし

12
宮崎労働局で使用する電力
供給契約（9官署）

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4月1日
丸紅新電力株式会社
東京都千代田区大手町１
丁目4番2号

一般競争入札 14,791,373円 11,128,433円 75.2% 2者 所見なし

13
平成28年度宮崎労働局官用
車法定点検及び消耗品整備
等業務一式（単価契約）

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4月1日

宮崎三菱自動車販売株式
会社
宮崎県宮崎市大字芳士字
祝田744番地

一般競争入札 1,117,667円 993,474円 88.9% 1者 所見なし

14
平成28年度宮崎労働局（9
署）における自動車賃貸借
契約（単価契約）

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4月1日

Jネットレンタカー宮崎株式
会社
宮崎県宮崎市祇園1丁目
117番地

一般競争入札
（総合評価） 8,327,707円 6,246,720円 75.0% 2者 所見なし

15
平成28年度宮崎労働局コ
ピー用紙等購入契約（単価
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4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

一般競争入札 8,873,476円 8,161,642円 92.0% 3者 所見なし

16
平成28年度宮崎労働局事務
機器用トナー類一式（リコー
製）の年間単価契約

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4月1日
株式会社ヨシダや
宮崎県宮崎市青葉町１１９
番地１

一般競争入札 5,573,770円 4,051,404円 72.7% 審査対象外



27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】

17
平成28年度宮崎労働局事務
機器用インク類一式（各種
製）の年間単価契約

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4月1日
株式会社ヨシダや
宮崎県宮崎市青葉町１１９
番地１

一般競争入札 1,104,933円 1,061,856円 96.1% 1者 所見なし

18
平成28年度宮崎労働局事務
機器用トナー類一式（理想科
学製）の年間単価契約

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4月1日
株式会社ヨシダや
宮崎県宮崎市青葉町１１９
番地１

一般競争入札 1,290,600円 1,148,580円 89.0% 審査対象外

19
平成28年度宮崎労働局消耗
品購入契約（単価契約）

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4月1日
株式会社ヨシダや
宮崎県宮崎市青葉町１１９
番地１

一般競争入札 8,002,158円 6,316,354円 78.9% 1者 所見なし

20
平成28年度若年者地域連携
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4月1日
一般社団法人宮崎県商工
会議所連合会
宮崎市錦町1-10

一般競争入札
（総合評価） 24,218,532円 23,270,925円 96.1% 1者 所見なし

21
平成28年度シニアワークプロ
グラム地域事業委託契約

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4月1日
公益社団法人宮崎県シル
バー人材センター連合会
宮崎市瀬頭2丁目6番14号

一般競争入札 24,358,999円 22,464,000円 92.2% 2者 所見なし

22
平成28年度就職支援セミ
ナーの実施運営に伴う業務
一式に係る委託契約

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4月1日

一般社団法人日本産業カ
ウンセラー協会九州支部
福岡市博多区博多駅南1
丁目2-15事務機ビル6階

一般競争入札 5,656,227円 5,572,800円 98.5% 1者 所見なし

23
インターネット閲覧専用タブ
レット等端末賃貸借契約

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4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

一般競争入札 5,012,226円 2,435,400円 48.6% 1者 所見なし

24
平成28年度専門家派遣・相
談等支援事業委託契約

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4月1日
宮崎県社会保険労務士会
宮崎県宮崎市大和町８３－
２　鮫島ビル1階

一般競争入札（総
合評価） 13,272,752円 12,204,000円 91.9% 1者 所見なし



27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】

25
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4月1日
株式会社セントメディア
東京都新宿区新宿3丁目1
番24号

一般競争入札（総
合評価） 16,731,434円 16,178,400円 96.7% 1者 所見なし

26

人材不足分野における人材
確保のための雇用管理改善
促進事業（啓発実践コース）
委託契約（建設分野）

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4月15日

一般社団法人宮崎県建築
業協会
宮崎県宮崎市瀬頭２丁目４
番１２号

一般競争入札
（総合評価） 7,113,506円 6,730,908円 94.6% 1者 所見なし

27

人材不足分野における人材
確保のための雇用管理改善
促進事業（啓発実践コース）
委託契約（介護分野）

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4月15日

公益財団法人介護労働安
定センター宮崎支部
宮崎県宮崎市別府町３－１
宮崎日赤会館３階

一般競争入札
（総合評価） 7,114,613円 7,071,350円 99.4% 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】



26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27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　大坪　史東
宮崎県宮崎市橘通東３丁目
1番22号5階

平成28年1月18日

フェニックスリゾート株
式会社　　　　　宮崎県
宮崎市山崎町浜山
3083番地1

公募したが参加の意思表示
がなかったため。会計法第29
条の3第4項、予算決算及び
会計令第102条の4第3項。
（公募実施）

2,365,144円 1,275,480円 53.9% 0 所見なし

2
図書購入「労働関係法のポ
イント」

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

平成28年2月8日

株式会社　労働調査
会九州支社　　　　　福
岡県福岡市中央区天
神3－9－25

図書は独占禁止法第23条に
基づく著作物再販制度の適用
を受け全国一律料金であるた
め出版元より購入。会計法第
29条の3第5項。予算決算及
び会計令99条第3号。（小額
随契）

1,150,500円 1,150,500円 100.0% 0 所見なし

3
宮崎労働局新組織発足に伴
う事務室移転に係る物品等
運搬業務委託契約

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

平成28年3月11日

日本通運株式会社宮
崎支店
宮崎県宮崎市高千穂
通2丁目6番18号

仕様を履行しうる業者が1者し
かなかったことによる緊急随
意契約。会計法第29条の3第
4項、予算決算及び会計令第
102条の4第3項。

1,986,692円 1,809,000円 91.1% 0 所見なし

4
不動産（土地・建物）
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4月1日
有限会社タニグチ
宮崎県宮崎市丸山1
丁目61番地1

代替性のない不動産の借上
であるため。会計法第29条の
3第4項、予算決算及び会計
令第102条の4第3項。

7,128,000円 7,128,000円 100.0% 0 所見なし

5 不動産（駐車場）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4月1日 個人

代替性のない不動産の借上
であるため。会計法第29条の
3第4項、予算決算及び会計
令第102条の4第3項。

5,224,728円 5,224,728円 100.0% 0 所見なし

6
不動産（土地・建物）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4月1日
株式会社志多組
宮崎県宮崎市高千穂
通1丁目4番30号

代替性のない不動産の借上
であるため。会計法第29条の
3第4項、予算決算及び会計
令第102条の4第3項。

########## 20,612,568円 100.0% 0 所見なし

7 不動産（建物）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4月1日

宮崎ｸﾞﾘｰﾝｽﾌｨｱ特定
目的会社
東京都千代田区丸の
内3-1-1

代替性のない不動産の借上
であるため。会計法第29条の
3第4項、予算決算及び会計
令第102条の4第3項。

4,410,276円 4,410,276円 100.0% 0 審査
対象外

8
不動産（土地・建物）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4月1日
宮崎県知事
宮崎県宮崎市橘通東
2丁目10番1号

代替性のない不動産の借上
であるため。会計法第29条の
3第4項、予算決算及び会計
令第102条の4第3項。

2,357,422円 2,357,422円 100.0% 0 審査
対象外

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】



26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）

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】

9
不動産（駐車場）賃貸借契約
（上期）

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4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
であるため。会計法第29条の
3第4項、予算決算及び会計
令第102条の4第3項。

997,920円 997,920円 100.0% 0 所見なし

10 不動産（建物）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4月1日

幸町開発事業協同組
合
宮崎県延岡市幸町2
丁目130番地

代替性のない不動産の借上
であるため。会計法第29条の
3第4項、予算決算及び会計
令第102条の4第3項。

3,288,132円 3,288,132円 100.0% 0 所見なし

11 不動産（駐車場）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4月1日
宮崎県企業局
宮崎県宮崎市旭1丁
目2番2号

代替性のない不動産の借上
であるため。会計法第29条の
3第4項、予算決算及び会計
令第102条の4第3項。

886,500円 886,500円 100.0% 0 審査
対象外

12 不動産（駐車場）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4月1日 個人

代替性のない不動産の借上
であるため。会計法第29条の
3第4項、予算決算及び会計
令第102条の4第3項。

1,020,000円 1,020,000円 100.0% 0 所見なし

13
給与等システムのサポート
及びハード保守契約

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4月1日

コンピュータ・システム
株式会社
京都府京都市上京区
笹屋町千本西入笹屋
4丁目273番3

当該システムのプログラム使
用許諾権は、開発業者のみに
帰属し、他社に使用許諾を認
めることはなく、ソフトウェアの
所有権、著作権も当該業者に
帰属していることから、保守部
分のみを他業者が行うことは
不可能なため。会計法第29条
の3第4項、予算決算及び会
計令第102条の4第3項。

2,054,160円 2,054,160円 100.0% 0 所見なし

14
宮崎労働局ガソリン等燃油
供給契約（単価契約）

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4月1日
宮崎県石油協同組合
宮崎県宮崎市松橋1
丁目10番8号

公募実施したところ意思表示
をしたのが左記のみであった
ため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第
102条の4第3項。（公募実施）

3,230,724円 3,042,588円 94.2% 0 所見なし

15
平成28年度障害者就業・生
活支援センター事業（雇用安
定等事業）に係る委託契約

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4月1日

社会福祉法人宮崎県
社会福祉事業団
宮崎県宮崎市原町2
の22

厚生労働本省が指定し宮崎
県が推薦した団体を契約の相
手とすることになっているた
め。会計法第29条の3第4項、
予算決算及び会計令第102条
の4第3項。

########## 19,082,000円 76.2% 0 所見なし



26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）

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】

16
平成28年度障害者就業・生
活支援センター事業（雇用安
定等事業）に係る委託契約

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4月1日
社会福祉法人高和会
宮崎県延岡市北方町
角田丑1369番地35

厚生労働本省が指定し宮崎
県が推薦した団体を契約の相
手とすることになっているた
め。会計法第29条の3第4項、
予算決算及び会計令第102条
の4第3項。

########## 19,566,000円 99.5% 0 所見なし

17
平成28年度障害者就業・生
活支援センター事業（雇用安
定等事業）に係る委託契約

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4月1日
社会福祉法人浩和会
宮崎県日向市大字財
光寺515-1

厚生労働本省が指定し宮崎
県が推薦した団体を契約の相
手とすることになっているた
め。会計法第29条の3第4項、
予算決算及び会計令第102条
の4第3項。

########## 19,828,000円 99.8% 0 所見なし

18
平成28年度障害者就業・生
活支援センター事業（雇用安
定等事業）に係る委託契約

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4月1日

特定非営利活動法人
希親会
宮崎県都城市蓑原町
8241-3

厚生労働本省が指定し宮崎
県が推薦した団体を契約の相
手とすることになっているた
め。会計法第29条の3第4項、
予算決算及び会計令第102条
の4第3項。

########## 24,874,000円 99.7% 0 所見なし

19
平成28年度障害者就業・生
活支援センター事業（雇用安
定等事業）に係る委託契約

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4月1日

社会福祉法人にちな
ん会
宮崎県日南市大字益
安1025番地

厚生労働本省が指定し宮崎
県が推薦した団体を契約の相
手とすることになっているた
め。会計法第29条の3第4項、
予算決算及び会計令第102条
の4第3項。

########## 14,503,000円 99.8% 0 所見なし

20
平成28年度障害者就業・生
活支援センター事業（雇用安
定等事業）に係る委託契約

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4月1日
社会福祉法人光陽会
宮崎県西都市大字清
水793番地

厚生労働本省が指定し宮崎
県が推薦した団体を契約の相
手とすることになっているた
め。会計法第29条の3第4項、
予算決算及び会計令第102条
の4第3項。

########## 14,476,000円 100.0% 0 所見なし

21
平成28年度障害者就業・生
活支援センター事業（雇用安
定等事業）に係る委託契約

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4月1日
社会福祉法人燦燦会
宮崎県小林市堤2950
番地

厚生労働本省が指定し宮崎
県が推薦した団体を契約の相
手とすることになっているた
め。会計法第29条の3第4項、
予算決算及び会計令第102条
の4第3項。

########## 21,033,000円 99.7% 0 所見なし

22
高齢者活躍人材育成事業委
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4月1日

公益社団法人宮崎県
シルバー人材センター
連合会
宮崎県宮崎市瀬頭2
丁目6番14号

宮崎県知事が指定する団体
を契約の相手とすることに
なっているため。会計法第29
条の3第4項、予算決算及び
会計令第102条の4第3項。

########## 21,907,480円 100.0% 0 所見なし



26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）

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】

23
平成28年度医療労務管理支
援事業委託契約

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4月1日

公益社団法人宮崎県
医師会
宮崎県宮崎市和知川
原1丁目101

宮崎県が支援センターの設置
運営を委託した団体を契約の
相手とすることになっているた
め。会計法第29条の3第4項、
予算決算及び会計令第102条
の4第3項。

4,463,000円 4,463,000円 100.0% 0 所見なし

24
「平成28年度大学等就職面
接会」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4月1日

フェニックスリゾート株
式会社　　　　　宮崎県
宮崎市山崎町浜山
3083番地1

公募したが参加の意思表示
がなかったため。会計法第29
条の3第4項、予算決算及び
会計令第102条の4第3項。
（公募実施）

1,535,934円 1,275,480円 83.0% 0 所見なし

25
平成28年度地域若者サポー
トステーション事業（みやざ
き）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4月1日

株式会社九州コミュニ
ティーカレッジ
宮崎県宮崎市別府町
4番19号

当該業務を委託するにあた
り、仕様に基づく企画書を提
出されることにより最も適した
ものを選定するため。会計法
第29条の3第4項、第102条の
4第3項。(企画競争実施)

########## 20,998,258円 100.0% 0 所見なし

26
平成28年度地域若者サポー
トステーション事業（みやざき
県南）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4月1日

株式会社九州コミュニ
ティーカレッジ
宮崎県宮崎市別府町
4番19号

当該業務を委託するにあた
り、仕様に基づく企画書を提
出されることにより最も適した
ものを選定するため。会計法
第29条の3第4項、第102条の
4第3項。(企画競争実施)

########## 15,998,997円 100.0% 0 所見なし


