
別紙１

(部局名)

１　開催日

２　委員の氏名及び役職等 委員長

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 1 件

        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 11 件

　　・審議件数 11 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 5 件

　　うち、契約の相手方が独立行政法人となったもの

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

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

0 件

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

　　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

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。）

公共調達監視委員会活動状況報告書

長野労働局

平成27年3月4日（水）

長瀬　一治　　信州大学経済学部教授

（公共工事）
　・全てを対象とした。（１件）

（物品・役務等）
　・全てを対象とした。（１１件）

特段問題となる所見なし

　　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

中村　康德　　公認会計士、不動産鑑定士、税理士

　　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

平成26年7月1日　～　平成26年12月31日契約締結分

　　うち、低入札価格調査の対象となったもの



別紙様式１

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

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

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）

公共調達監視委員会
審議結果状況（所見）

1
佐久公共職業安定所小諸出
張所空調設備改修工事

長野労働局
支出負担行為担当官
山崎　秀夫
長野市中御所1-22-1

平成26年8月7日
株式会社春間工
務店諏訪市赤羽
根2-6

一般競争入札 4,703,400 2,748,600 58.4% 所見なし 所見なし

以下余白

※　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が、応札者が１者しかいないものにあっては、「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」。

公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

長野労働局平成26年7月1日　～　平成26年12月31日契約締結分



別紙様式２

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名

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

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）
公共調達監視委員会
審議結果状況（所見）

該当なし

　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が、応札者が１者しかいないものにあっては、「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」。

公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

長野労働局平成26年7月1日　～　平成26年12月31日契約締結分

※　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。



別紙様式３

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

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）

公共調達監視委員
会審議結果状況

（所見）

2

平成26年度分　長野労働
局、各労働基準監督署及
び各公共職業安定所で使
用する定形及び定形外封
筒作成契約

長野労働局
支出負担行為担当官
山崎　秀夫
長野市中御所1-22-1

平成26年7月1日
昭和印刷㈱
長野市居町55

一般競争入札 3,802,680 2,361,879 62.1% 所見なし 所見なし

3
長野労働基準監督署で使
用する軽乗用自動車交換
契約

長野労働局
支出負担行為担当官
山崎　秀夫
長野市中御所1-22-1

平成26年7月15日
トヨタカローラ長野㈱
長野市中御所1326-1

一般競争入札 1,070,315 1,034,774 96.7% 「１者」 所見なし 所見なし

4
労働基準監督署における労
災保険業務に係るパソコン購
入契約

長野労働局
支出負担行為担当官
山崎　秀夫
長野市中御所1-22-1

平成26年8月7日
㈱タツノ
上田市踏入2-19-34 一般競争入札 2,152,659 1,458,000 67.7% 「２者」 所見なし 所見なし

5
松本労働基準監督署で使用
する軽乗用自動車交換契約

長野労働局
支出負担行為担当官
山崎　秀夫
長野市中御所1-22-1

平成26年8月18日
トヨタカローラ長野㈱
長野市中御所1326-1

一般競争入札 1,101,937 1,067,944 96.9% 「１者」 所見なし 所見なし

6
新規学校卒業予定者の公
正採用選考に係る新聞広
告掲載業務委託契約

長野労働局
支出負担行為担当官
山崎　秀夫
長野市中御所1-22-1

平成26年8月20日

㈱ながのアド・ビュー
ロー
長野市中御所1-53

一般競争入札 1,003,320 962,280 95.9% 「２者」 所見なし 所見なし

7
「ポジティブ・アクション普
及のための事例集」の作
成契約

長野労働局
支出負担行為担当官
山崎　秀夫
長野市中御所1-22-1

平成26年9月3日
富士印刷㈱
長野市稲葉中河原909 一般競争入札 1,000,000 534,600 53.5% 所見なし 所見なし

　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が、応札者が１者しかいないものにあっては、「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」。

平成26年7月1日　～　平成26年12月31日契約締結分

公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

長野労働局

※　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。



別紙様式３

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

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）

公共調達監視委員
会審議結果状況

（所見）

8
「離職されたみなさまへ」
等の作成契約

長野労働局
支出負担行為担当官
山崎　秀夫
長野市中御所1-22-1

平成26年9月11日
㈱アステージ
新潟市東区津島屋7-
30

一般競争入札 4,731,480 2,264,004 47.8% 所見なし 所見なし

9
平成26年度各官署で冬期
間使用する灯油の購入契
約(北信地域）

長野労働局
支出負担行為担当官
山崎　秀夫
長野市中御所1-22-1

平成26年11月6日
株式会社高見澤
長野市大字鶴賀苗間
平1605-14

一般競争入札 1,778,328 1,605,798 90.3% 「１者」 所見なし 所見なし

10
平成26年度各官署で冬期間
使用する灯油の購入契約(南
信地域）

長野労働局
支出負担行為担当官
山崎　秀夫
長野市中御所1-22-1

平成26年11月6日
株式会社豊島屋
岡谷市本町3-9-1

一般競争入札 1,548,504 1,244,592 80.4% 「１者」 所見なし 所見なし

11
フルカラーインクジェット印刷
機の購入契約

長野労働局
支出負担行為担当官
山崎　秀夫
長野市中御所1-22-1

平成26年11月12日
株式会社柏与ビジネス
センター
長野市大字大門532

一般競争入札 6,113,701 5,745,600 94.0% 「１者」 所見なし 所見なし

12
平成26年12月発注分雇用
保険関係印刷物作成契約

長野労働局
支出負担行為担当官
山崎　秀夫
長野市中御所1-22-1

平成26年12月2日
株式会社アステージ
新潟市東区津島屋7-
30

一般競争入札 1,367,280 1,074,297 78.6% 所見なし 所見なし

以下余白

　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が、応札者が１者しかいないものにあっては、「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」。

公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

平成26年7月1日　～　平成26年12月31日契約締結分 長野労働局

※　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。



別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名 長野労働局

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）

公共調達監視委員会
審議結果状況（所見）

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が、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。

　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」。

公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

平成26年7月1日　～　平成26年12月31日契約締結分



 

 

 

平成 26 年度第 2回長野労働局公共調達監視委員会（審議概要） 

 

〔審議日程等〕 

開催日及び場所 平成 27 年 3 月 4 日（水）  長野労働基準監督署１階会議室 

委員（敬称略） 委員長  長瀬 一治  大学教授 

委 員  中村 康德  公認会計士、不動産鑑定士、税理士 

   

審議対象期間 平成 26 年 7 月 1 日から平成 26年 12 月 31 日契約締結分 

抽出案件 12 件（公共工事 1件、物品役務 11件） 

審議案件 12 件（公共工事 1件、物品役務 11件） 

委員からの意見・質問に

対する回答等 

意見・質問 回   答 

下記のとおり 下記のとおり 

 

〔審議概要〕 

○ 案件１（一般競争入札） 

「佐久公共職業安定所小諸出張所空調設備改修工事」について 

 

（委 員）他の２社が同じメーカーの空調設備でありながら価格に大きな開きがあるのは、機種

の違いからか。 

（事務局）機種は同じである。１社は空調工事の実績もあることから、それぞれの専門分野の違

いが仕入れ値の違いになっているのではと思われる。 

（委 員）２０年も使うものなのか。 

 (事務局) 国税庁の減価償却の耐用年数は１５年となっているが、耐用年数を経過したからとい

って即交換ということはない。 

 

○ 案件２（一般競争入札） 

「平成２６年度分 長野労働局、各労働基準監督署及び各公共職業安定所で使用

する定形び定形外封筒作成契約」について 

 

（委 員）同一社の落札が続いているが。 

（事務局）デザインに大きな変更がないことから、版を持っている強みというものが表れてい

ると思われる。 

（委 員）落札業者と最高額を提示した業者との金額の差はどういった要因か。 

（事務局）紙の仕入れ価格のほか、印刷機の性能からくる差と思われる。あとは版を持ってい

るかいないかが要因と思われる。 

 

 

平成 26 年度第 2 回長野労働局公共調達監視委員会が、平成 27 年 3 月 4 日（水）に開催されま

したので、審議概要についてお知らせします。 



○ 案件３（一般競争入札） 

「長野労働基準監督署で使用する軽乗用自動車交換契約」について 

○ 案件５（一般競争入札） 

「松本労働基準監督署で使用する軽乗用自動車交換契約」について 

   (２件) 

 

（委 員）四輪駆動は仕様書に盛り込まれているのか。 

（事務局）山間地の多い長野県の冬場を考えると必要不可欠であるため、盛り込んでいる。 

 

○ 案件４（一般競争入札） 

「労働基準監督署における労災業務に係るパソコン購入」について 

 

(事務局）医療機関からＣＴやＭＲＩといった画像情報を記録したＣＤやＤＶＤを借用し、監

督署でパソコンに取り込み、再生させるが、使用しているパソコンでは処理能力が

低く、取込みから画像再生までに２０分以上かかったり、あるいは再生できないと

いうケースも多々あった。そこで、処理能力等の高いパソコンを各監督署向けに購

入したものである。 

（委 員）両者が提示した値段が大きく違うが、それぞれ仕入れようとする際、何か付加価値

が付いたのか。 

（事務局）仕様書にある最低限必要な機能以外には付いていない。 

（委 員）本来の価格がもっと高いということか。 

（事務局）そういうことである。 

（委 員）量販店の参加というのはなかったのか。 

（事務局）取扱店からの問い合わせはあったが、入札はこの２者となった。 

  

○ 案件６（一般競争入札） 

「新規学校卒業予定者の公正採用選考に係る新聞広告掲載業務委託契約」について 

 

 (委  員) 業務を委託するということはどういうことか。 

(事務局) 広告のデザインから掲載に至るまでの諸々の折衝を行ってもらうということである。 

（委 員）内容は決まっているのか。 

（事務局）本省からある程度示された内容があり、これを広告会社に依頼し、掲載スペース等

を考慮したデザインをしてもらうのである。 

（委 員）掲載する新聞は示されているのか。 

（事務局）労働局には地方紙への掲載が指示されている。全国紙へは本省で対応する。 

（委 員）新聞広告を出すタイミング、時期というものはあるのか。 

（事務局）本省から特定の案件について周知をするよう指示があり、周知のタイミングは地方

の労働局に任されている部分もある。また、指示のないものについても、必要と判

断したものについて広告を掲載することもあるので随時ということになる。 

（委 員）仕様書に掲載する新聞、時期などが示されている。文字数も示されているが、内容



についても労働局で示すのか。 

（事務局）ある程度の文面は提示する。 

（委 員）これとは別に広告料を払うのか。 

（事務局）広告料込である。 

（委 員）広告の委託業務契約というのは、本省の方針か。 

（事務局）本省からの指示である。 

 

○ 案件７（一般競争入札） 

「『ポジティブアクション普及のための事例集』の作成契約」について 

 

（委 員）決められた原稿はあったのか。 

（事務局）本省からある程度の内容は示されている。 

（委 員）今後も、この内容の印刷を行うのか。 

 （事務局）現状予定されていないが、予算があれば考えたいという担当部署の意向はある。 

 

○ 案件８（一般競争入札） 

「『離職された皆様へ』等の作成契約」について 

 

（委 員）他県の業者が参加すると、競争が働くように見えるが。 

 （事務局）他にも県外の業者が参加している。 

（委 員）入札額に大きな差がある。入札予定業者の印刷技術や経費を見極めたうえで参加し

ていると思うが、そうするとおおよその額は見込めるものではないのか。 

（事務局）紙の仕入れ価格のほか、印刷機の性能からくる差、あとは版を持っているかいない

か等が入札額に関係しているかと思われる。 

（委 員）競争入札なので価格が安いということが一番であるが、そういう状況であれば違う

方法で判断するというのも必要ではないのか。 

（事務局）売払いの場合であれば、最低落札価格を設定するという方法もあるが、役務など支

出の場合には馴染まない。これまで、価格が最低の落札者で、質が悪かったという

例はなかった。 

 

○ 案件９（一般競争入札） 

「平成２６年度各官署で冬期間使用する灯油の購入契約（北信地域）」について 

○ 案件１０（一般競争入札） 

「平成２６年度各官署で冬期間使用する灯油の購入契約（南信地域）」について 

 (２件) 

 

（委 員）変更契約については、契約書に『市場価格と契約単価を参考に甲乙協議により決定

する』とあるが、ある程度予測ができる幅を持たせたほうがよいと思う。 

      また、価格による変動があるものについて、特に１者応札となった場合には、１年

経過後に入札価格と比較して大幅な乖離となっていないか検証し、こういう場で報



告してもらえれば、実質的なチェックとなると思う。 

 （委 員）価格以外の要因として業者の配達能力があると思う。予定価格を決める際は、こう

いった点についても検討しているか。 

 （事務局）検討している。 

 （委 員）北信の方が南信より若干高い感じがするが。 

 （事務局）署所の所在地により、南信に比べ北信の方では配達地域が広く、距離が長くなるこ

とが要因ではないかと考える。 

 

○ 案件１１（一般競争入札） 

「フルカラーインクジェット印刷機の購入契約」について 

 

（委 員）印刷性能はどういったものか。 

 （事務局）一般的な印刷機と比較した場合、性能では印刷速度が速いことや給紙部の容量が大

きく一度セットするとその場にいなくてもよいほか、印刷数量によっては印刷業者

へ出すより安価になることである。機能としてはステープル機能、ソート機能がつ

いている。 

（委 員）使用期間はどのくらいか。 

 （事務局）使用数量にもよるが、おおむね７年とされている。各所属で順番待ちするほど使用    

頻度が高かったことから、前の機種は故障が頻繁に発生していた状況である。 

 （委 員）購入にあたり、落札者以外の他のメーカーを想定していたか。 

（事務局）想定しており、他のメーカーから問合せもあった。 

（委 員）同等機種のメーカーはあるのか。 

（事務局）同等機種のメーカーがあり、そこから問い合わせもあった。 

 

○ 案件１２（一般競争入札） 

「平成２６年度１２月発注分雇用保険関係印刷物作成契約」について 

 

（委 員）印刷物については入札者が多く、競争が良く働いているが、自分のところで印刷す

るということから大型印刷機を購入するとなると競争が働かない状況である。大型

機器を購入する際の入札の仕組みというか、仕様内容等を工夫するなど、検討して

みてはいかがか。 

（事務局）今後、検討してみる。 

 

〔審議結果〕 

以上をもって審議は終了し、委員長から公共調達監視委員会設置要綱第９条に基づく意

見具申又は勧告はない旨の報告がなされた。 

 


