
(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 9 件

　　・審議件数 9 件

　　うち、契約金額が500万円以上の案件 2 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 2 件

　ていないもの。

0 件

0 件

0 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9件、随意契約によるものが6件
で、合計で15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29年5月1日～平成29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30年2月6日（火）



平成 29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 30年２月６日（火） 

午後３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 29年５月１日～平成 29年 12月 31日契約分 

 

５ 審議件数    15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  ９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９件、随意契約によ

るものが６件で、合計 15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４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４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）１号】 

「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」 

  （委員） 

    予定価格の積算根拠、技術点について教示願いたい。 



  （回答） 

    本件は、総合評価方式による入札による案件であり、予定価格は事業に係る

費用を積算し、積算根拠については当局内の過去の契約の単価などを参考に予

算の範囲内で計上している。技術点とは企画書に対する点数を表している。 

  （委員） 

    複数者による総合評価方式の場合は、落札者は最低入札価格者となるのか。 

  （回答） 

    予定価格を下回り、かつ、技術点及び価格点の総合点が一番高い業者を落札

業者としている。 

  （委員） 

    価格点とはどのように設定されるのか。 

  （回答） 

    点数の配分が本省から示されている。価格点と技術点は１：２の割合で設定

されている。但し、最低基準価格の６割を下回ると落札が出来ないものとなっ

ている。 

 

② 【競争入札（物品・役務）４号】 

「応募前ジュニアワークフェア企業情報誌製造契約」 

  （委員） 

    落札率が 32.6％となっているが、他３社の入札価格と比べ低価格となってい

る理由を教示願いたい。 

  （回答） 

    入札実績がなく実績作りのため、低価格での入札を行った旨確認している。 

 

③ 【競争入札（物品・役務）５号】 

「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」 

  （委員） 

    パソコン講習会は年３回開催されることとなっており、その都度パソコンを

15 台設置することとなっているが、当初の受講者が引き続き３回受講するこ

ととなるのか、それとも新たな方が受講することとなるのか。 

（回答） 

  新たな方が受講することとなっている。 

（委員） 

  受講者の就職実績の把握はしているのか。講習会の目的は就職をするための

スキルアップであると思われるが、個人的なスキルアップが目的となっていな

いか。 

  （回答） 

  当方においては、就職実績については把握していない。本件講習会の目的は、



保育付きで学べる機会がない方に対し実施している事業である。将来的な就職

に繋がることを目的とした受講者もいると思われるが、今後、担当部署に対し、

就職促進の主旨に則した受講となるよう伝達していきたい。 

 

④ 【競争入札（物品・役務）９号】 

「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」 

  （委員） 

   落札業者は東京の事業場であるが、参加する企業は宮崎県内の企業がメインと

なるのか。県外企業の参加により県内の学生が県外に流出することも懸念される。 

また、参加する企業は仕様書で 30 社以上と示されているが、30 社以上の企業

が参加しているのか。 

  （回答） 

   面接会参加企業は主に県内企業である。また、参加企業数については 30 社以

上の企業が参加したものと思われる。 

  （委員） 

   労働局においても宮崎県と一致し、県内への就職促進の施策は実施されている

のか。 

  （回答） 

   宮崎県と連携し実施している。 

 

⑤ 【競争入札（物品・役務）８号】 

「自動車交換等契約（労働保険徴収室）」 

  （委員） 

「交換契約」の名称の理由を教示願いたい。 

  （回答） 

下取りを出すため「交換契約」となっている。 

  （委員） 

契約書には下取り価格が表示されていない。下取り価格が０円の場合であって

も契約書に記載した方が良いと思われる。 

  （回答） 

今後の自動車交換契約については、契約書に下取り価格を記載することとした

い。 

  （委員） 

   下取りだけの査定や買い取り等対応することは可能か。 

  （回答） 

自動車の売り払い契約と買い取り契約の２つの契約を実施すれば可能であると

考えるが、通常は、下取りによる交換契約を行っており、また、ETCの付け替え

など付帯業務の費用を加味すると交換契約が安価であると思料される。 

 



⑥ 【随意契約（物品・役務）１号】 

「宮崎・日南・高鍋地区 平成 29年度応募前ジュニアワークフェア会場賃貸

借契約」 

  （委員） 

   契約変更の理由を教示願いたい。 

  （回答） 

   契約後、参加企業数増加によるバックパネルの追加等による増額変更契約。 

  （委員） 

   企業数に連動していたのか。参加企業が 80社程度と示されているが、80社を

下回った場合は減額となるのか。 

  （回答） 

   目安の 80社を下回る場合は減額となる。 

 

⑦ 【競争入札（物品・役務）４号】 

「応募前ジュニアワークフェア企業情報誌製造契約」 

  （委員） 

   落札率が 32.6％となっているが、成果物に問題はなかったのか。また、最低入

札価格の設定はされていなかったのか。 

  （回答） 

   特に問題はなかった。本件に関しては、予定価格が低いことから最低入札価格

の設定はしていない。 

  （委員） 

   契約後、納品前に仕様に沿ったものとなっているか確認を行っているのか。 

（回答） 

納品前に成果物の校正を行っている。 

 

 

   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

法人番号

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 該当案件なし

2

3

4

5

6

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】



9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

法人番号

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

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

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29年5月25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

7290001006060
一般競争入札
（総合評価）

7,107,507円 6,434,905円 90.53% 1者 所見なし

2
平成29年度指定外物品5
月要求分（事務用品）購
入契約

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29年5月30日
株式会社ヨシダや
宮崎県宮崎市青葉町
119番地１

5350001002658 一般競争入札 1,294,431円 612,684円 47.33% 2者 所見なし

3

平成29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
(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29年6月5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

7350005000045 一般競争入札 　＠1,100円ほか 　＠1,100円ほか 88.83%

単価契約
予定調達総

額
8,027,835円

1者

所見なし

4
応募前ジュニアワークフェ
ア企業情報誌製造契約

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29年6月12日
藤屋印刷株式会社
宮崎県日向市本町7番
15号

3350001014250 一般競争入札 1,599,920円 521,640円 32.60% 4者 所見なし

5

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29年6月29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

2350001004095 一般競争入札 2,363,049円 1,984,284円 83.97% 1者 所見なし

6 郵便料金計器購入契約

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29年7月3日
株式会社ヨシダや
宮崎県宮崎市青葉町
119番地１

5350001002658 一般競争入札 1,434,240円 1,356,480円 94.57% 2者

7
雇用保険業務用印刷物
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29年7月10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

9340001006697 一般競争入札 2,320,534円 2,235,513円 96.33% 4者 所見なし

8
自動車交換等契約
（労働保険徴収室）

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29年9月7日

宮崎日産自動車株式会
社
宮崎市花ヶ島町屋形町
１１７９番地

6350001002871
一般競争入札
（総合評価）

1,162,655円 1,050,971円 90.39% 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】



9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

法人番号

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
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29年10月25日

株式会社さんぽう
東京都渋谷区初台１－
３１－１６
初台壱番館ビル

6011301002736 一般競争入札 3,378,616円 2,607,206円 77.16% 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

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 該当案件なし

2

3

4

5

6

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

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

宮崎・日南・高鍋地区
平成29年度応募前ジュニ
アワークフェア会場賃貸
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29年5月9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

3350001001463

公募を実施したが参加の
意思表示をした者が辞退
したため。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。

2,212,174円 2,160,000円 97.64% 0

5月15日付で
6万4,800円の
増額変更契約
を締結。
（2,224,800円）

所見なし

2

平成29年度応募前ジュニ
アワークフェア（県央地
区）一般貸切旅客自動車
運行契約

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29年6月22日
宮崎交通株式会社
宮崎県宮崎市橘通
西3丁目10番32号

6350001001667

公募を実施したが参加の
意思表示をする者がな
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。

1,122,035円 954,040円 85.02% 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29年7月3日

宮崎市『夢。創造』
協議会
宮崎県宮崎市橘通
西１丁目１番１号

会計法第29条の3第4項
(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)

519,846,000円 519,846,000円 100.00% 0 国庫債務 所見なし

4
生涯現役促進地域連携
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29年8月1日

みやざきシニア活
躍推進協議会
宮崎県宮崎市瀬頭
２丁目６番１４号

会計法第29条の3第4項
(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)

103,707,000円 103,707,000円 100.00% 0 国庫債務 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29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

9350001006804
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 100.00% 0 所見なし

6
2018みやざき春フェア～
県内企業の情報満開～
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29年10月31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番
地

3350001001463

会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令
102条の4第3号に該当す
るため

2,860,380円 2,860,380円 100.00% 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】


