
 

公共調達審査会活動状況報告書 

                           （部局名）  岡山労働局   

１ 開催日           平成 30年９月 18日（火）  

 

２ 委員の氏名及び役職等    委 員 長  木下 麻子  労働基準部長      

                委 員  畑野 正樹  職業安定部長      

                委 員  山田 泉   雇用環境・均等室長   

 

３ 審査対象期間        平成 30年４月１日～平成 30年６月 30日契約締結分  

 

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                      27件     

       うち、契約金額が 500万円以上のもの        17件     

       うち、参加者が一者しかいないもの         10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、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                    24件     

     ・審議件数                      24件     

       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 

     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 

     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 審議案件の抽出方法 

案件全てを審査対象とした 

 

６ 審議結果 

   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、審議を行った際の書類も併せて提出すること。） 

不適切と判断された案件なし 
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公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果 
 
 
 
 
 

岡 山 労 働 局 
 
 



別紙様式１

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 平成30年4月1日～平成30年6月30日 岡　山　労　働　局

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）

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（公共工事）



別紙様式２

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 平成30年4月1日～平成30年6月30日 岡　山　労　働　局

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）

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（公共工事）



別紙様式３

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 平成30年4月1日～平成30年6月30日 岡　山　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

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
（％）

備考
公共調達審査
会審議結果状
況（所見）

1
中小企業・小規模事業者等に対する働
き方改革推進支援事業（岡山県働き方
改革推進支援センター）

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月2日
岡山県社会保険労務士会
岡山市北区野田屋町2-11-13

6260005001961
一般競争入札
（総合評価）

24,999,781 19,826,791 79.3% 適正

2 医療労務管理支援事業

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月2日
岡山県社会保険労務士会
岡山市北区野田屋町2-11-13

6260005001961
一般競争入札
（総合評価）

11,765,880 8,361,256 71.1% 適正

3
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

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月2日
株式会社セントメディア
東京都新宿区新宿3-1-24

8011001061436
一般競争入札
（総合評価）

23,032,533 22,738,058 98.7% 適正

4
地域若者サポートステーション事業（岡
山地域若者サポートステーション）

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月2日
特定非営利活動法人
ワーカーズコープ
東京都豊島区東池袋1-44-3

3013305000743
一般競争入札
（総合評価）

26,061,536 25,000,000 95.9% 適正

5
地域若者サポートステーション事業（くら
しき地域若者サポートステーション）

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月2日
株式会社やまと
奈良県桜井市大字桜井1259

8120101049165
一般競争入札
（総合評価）

21,664,285 18,837,120 87.0% 適正

6 高齢者スキルアップ・就職促進事業

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月2日

株式会社東京リーガルマイン
ド
東京都千代田区神田三崎町
2-2-12

2010001093321
一般競争入札
（総合評価）

32,770,828 25,272,000 77.1% 適正

7 若年者地域連携事業

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月2日

株式会社東京リーガルマイン
ド
東京都千代田区神田三崎町
2-2-12

2010001093321
一般競争入札
（総合評価）

19,886,947 17,658,000 88.8% 適正

8
介護分野における人材確保のための雇
用管理改善推進事業

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月2日
公益財団法人
介護労働安定センター
東京都荒川区荒川7-50-9

8011505001433
一般競争入札
（総合評価）

14,058,887 8,340,891 59.3% 適正

9 就職支援セミナー事業

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月2日
一般社団法人
日本産業カウンセラー協会
東京都港区新橋6-17-17

6010405001009 一般競争入札 4,476,535 4,190,400 93.6% 適正

10
岡山労働局管内１０施設の電力供給契
約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月1日
中国電力株式会社
広島県広島市中区小町4-33

4240001006753 一般競争入札
【契約単価】
基本料金
　842.4他

13,639,772 67.2% 適正

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務等）

【予定調達総額】



別紙様式３

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 平成30年4月1日～平成30年6月30日 岡　山　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

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
（％）

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・役務等）

11 清掃業務委託契約（東部地区）

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月2日
株式会社オークスコーポレー
ション
岡山市南区豊浜町9-24

1260001008585 一般競争入札 9,946,492 9,525,600 95.8% 適正

12 清掃業務委託契約（西部地区）

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月2日
株式会社オークスコーポレー
ション
岡山市南区豊浜町9-24

1260001008585 一般競争入札 7,610,983 7,285,680 95.7% 適正

13 清掃業務委託契約（北部地区）

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月2日
株式会社オークスコーポレー
ション
高梁市東町1883

8260001026738 一般競争入札 5,102,241 4,823,280 94.5% 適正

14
笠岡公共職業安定所の車両誘導等の
警備業務

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月2日
株式会社建美
倉敷市中庄1688-17

9260001013181 一般競争入札 4,231,867 4,216,320 99.6% 適正

15
岡山公共職業安定所の車両誘導等の
警備業務

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月2日
フジガード株式会社
高松市田村町452-5

8470001003591 一般競争入札 8,487,599 6,506,438 76.7% 適正

16
高速フルカラー印刷機（理想科学工業
製）の保守契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月1日
山陽事務機株式会社
岡山市中区原尾島1-2-20

8260001002656 一般競争入札 1,454,760 1,448,280 99.6% 適正

17
電子複写機（リコー製５５台）の保守契
約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月1日
株式会社甲玉堂
岡山市北区表町1-1-3

7260001002319 一般競争入札
【契約単価】
モノクロ　1.92
カラー　9.00外

9,580,187 100.0% 適正

18 電子複写機（リコー製８台）の保守契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月1日
有限会社オフィス山陽
岡山市北区牟佐1524-6

8260002002366 一般競争入札
【契約単価】
モノクロ2.20
カラー11.00外

1,586,783 100.0% 適正

19
理想科学社製トナー（平成30年度分）の
調達に係る単価契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月2日
山陽事務機株式会社
岡山市中区原尾島1-2-20

8260001002656 一般競争入札

【契約単価】
インクD　2,850
マスターＤ
6,800外

6,338,217 100.0% 適正

20
リコー社製トナー等（平成30年度分）の
調達に係る単価契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月27日
有限会社オフィス山陽
岡山市北区牟佐1524-6

8260002002366 一般競争入札

【契約単価】
カートリッジ
9,620
ドラムユニット
8,640外

2,567,333 97.8% 適正

【予定調達総額】

【予定調達総額】

【予定調達総額】

【予定調達総額】



別紙様式３

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 平成30年4月1日～平成30年6月30日 岡　山　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

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
（％）

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・役務等）

21
事務用品等消耗品（平成30年度分）の
調達に係る単価契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月2日
株式会社サンリク
岡山市南区芳泉1-11-21

5260001003070 一般競争入札

【単価契約】
シャープペン
59
消しゴム　59外

6,506,784 72.2% 適正

22
コピー用紙（平成30年度分）の調達に係
る単価契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月2日
山陽文具株式会社
岡山市北区下中野573-3

6260001002708 一般競争入札
【単価契約】
A４　225
A３　456外

8,418,993 98.2% 適正

23
官用車定期点検等整備業務及びタイヤ
交換に係る単価契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月24日
岡山トヨタ自動車株式会社
岡山市北区大供3-2-12

6260001001230 一般競争入札

【単価契約】
12ヶ月点検 10,000
エンジンオイル 700
オイルエレメント1,000
外

3,612,967 98.0% 適正

24
平成30年度廃棄文書の搬出、運搬及び
機密抹消（溶解）処理業務委託に係る
単価契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年5月16日
株式会社貝阿弥紙商店
岡山市北区御津高津120-32

3260001001695 一般競争入札
【契約単価】
　　　29円/
㎏

1,355,842 72.5% 適正

25
ユースエール認定制度及びハロート
レーニング周知広報のための車体（路
線バス）広告作成及び広報業務

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年5月24日
株式会社近宣
大阪市北区西天満6-2-17

8120001063233 一般競争入札 3,650,400 3,047,760 83.5% 適正

26
平成30年度定期健康診断検査等業務
単価契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年6月6日
一般社団法人
岡山県労働基準協会
岡山市北区桑田町15-28

5260005008883 一般競争入札

【契約単価】
胸部Ｘ線間接撮
影1000円、心電
図検査1800円

7,309,440 84.3% 適正

27
印刷物「雇用保険関係各種しおり・リー
フレット」印刷作成

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年6月11日
ニホン美術印刷株式会社
岐阜県大垣市西外側町2-15

1200001014110 一般競争入札 3,213,183 2,288,984 71.2% 適正

【予定調達総額】

【予定調達総額】

【予定調達総額】

【予定調達総額】

【予定調達総額】



別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 平成30年4月1日～平成30年6月30日 岡　山　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

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 高齢者活躍人材育成事業

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月2日
公益社団法人岡山県シルバー
人材センター連合会
岡山市中区西川原251-1

1260005009010
会計法第29条の3第4項の規定に
よる。（事業内容の性質上、実施で
きる委託先が限られているため。）

26,937,000 26,937,000 100.0% - 適正

2
障害者就業・生活支援センター事業（雇
用安定等事業）

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月2日
社会福祉法人旭川荘
岡山市北区祇園866

2260005001800
会計法第29条の3第4項の規定に
よる。（事業内容の性質上、実施で
きる委託先が限られているため。）

41,900,000 41,900,000 100.0% - 適正

3
障害者就業・生活支援センター事業（雇
用安定等事業）

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月2日
社会福祉法人
津山社会福祉事業会
岡山県津山市川崎1554

8260005006579
会計法第29条の3第4項の規定に
よる。（事業内容の性質上、実施で
きる委託先が限られているため。）

26,121,000 25,877,000 99.1% - 適正

4
障害者就業・生活支援センター事業（雇
用安定等事業）

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月2日
社会福祉法人
倉敷市総合福祉事業団
岡山県倉敷市笹沖180

8260005003493
会計法第29条の3第4項の規定に
よる。（事業内容の性質上、実施で
きる委託先が限られているため。）

29,852,000 29,852,000 100.0% - 適正

5
障害者就業・生活支援センター事業（雇
用安定等事業）

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月2日
社会福祉法人旭川荘
岡山市北区祇園866

2260005001800
会計法第29条の3第4項の規定に
よる。（事業内容の性質上、実施で
きる委託先が限られているため。）

14,263,000 14,261,000 100.0% - 適正

6
ガソリンの調達及び洗車等に係る単価
契約（岡山地区）

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月2日
島村燃料株式会社
岡山市北区大元駅前3-41

2260001003354
会計法第29条の3第5項及び
予決令第99条第2号の規定に
よる随意契約（不落随契）

【契約単価】
レギュラーガソリ
ン　136
機械洗車　220
車内清掃　440外

1,549,340 92.0% 適正

7 岡山労働局大和町倉庫賃貸借契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月1日
ジェイアール西日本不動産開
発株式会社
兵庫県尼崎市潮江1-1-60

4140001055018

会計法第29条の3第4項の規定による。
（前年度に引き続き建物を利用するもの
であることから契約の性質が競争を許
すものではないため。）

1,749,600 1,749,600 100.0% 適正

8
津山労働総合庁舎外来駐車場賃貸借
契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月1日
一般財団法人
津山市都市整備公社
岡山県津山市山北520

1260005008986

会計法第29条の3第4項の規定による。
（前年度に引き続き土地を利用するもの
であることから契約の性質が競争を許
すものではないため。）

3,000,000 3,000,000 100.0% 適正

9
倉敷中央公共職業安定所児島出張所
土地賃貸借契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月1日
倉敷市長
岡山県倉敷市西中新田640

6000020332020

会計法第29条の3第4項の規定による。
（前年度に引き続き土地を利用するもの
であることから契約の性質が競争を許
すものではないため。）

1,836,692 1,836,692 100.0% 適正

10
和気公共職業安定所備前出張所土地
賃貸借契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月1日
備前市長
岡山県備前市東片上126

7000020332119

会計法第29条の3第4項の規定による。
（前年度に引き続き土地を利用するもの
であることから契約の性質が競争を許
すものではないため。）

1,020,500 1,020,500 100.0% 適正

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務等）

【予定調達総額】



別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 平成30年4月1日～平成30年6月30日 岡　山　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

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）

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務等）

11 高梁公共職業安定所土地賃貸借契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月1日
高梁市長
岡山県高梁市松原通2043

3000020332097

会計法第29条の3第4項の規定による。
（前年度に引き続き土地を利用するもの
であることから契約の性質が競争を許
すものではないため。）

5,913,732 5,913,732 100.0% 適正

12
岡山公共職業安定所外来者専用駐車
場賃貸借契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月1日 個人地権者 -

会計法第29条の3第4項の規定による。
（前年度に引き続き土地を利用するもの
であることから契約の性質が競争を許
すものではないため。）

4,707,300 4,707,300 100.0% 適正

13
岡山公共職業安定所外来者専用駐車
場賃貸借契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月1日 個人地権者 -

会計法第29条の3第4項の規定による。
（前年度に引き続き土地を利用するもの
であることから契約の性質が競争を許
すものではないため。）

4,950,375 4,950,375 100.0% 適正

14
岡山公共職業安定所外来者専用駐車
場賃貸借契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月1日 個人地権者 -

会計法第29条の3第4項の規定による。
（前年度に引き続き土地を利用するもの
であることから契約の性質が競争を許
すものではないため。）

1,814,400 1,814,400 100.0% 適正

15
岡山公共職業安定所外来者専用駐車
場賃貸借契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月1日 個人地権者 -

会計法第29条の3第4項の規定による。
（前年度に引き続き土地を利用するもの
であることから契約の性質が競争を許
すものではないため。）

3,360,000 3,360,000 100.0% 適正

16
倉敷中央公共職業安定所外来者専用
駐車場賃貸借契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月1日 個人地権者 -

会計法第29条の3第4項の規定による。
（前年度に引き続き土地を利用するもの
であることから契約の性質が競争を許
すものではないため。）

1,200,000 1,200,000 100.0% 適正

17
和気公共職業安定所外来者専用駐車
場賃貸借契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月1日
太陽建設株式会社
岡山県備前市伊部2407

3260001021801

会計法第29条の3第4項の規定による。
（前年度に引き続き土地を利用するもの
であることから契約の性質が競争を許
すものではないため。）

1,200,000 1,200,000 100.0% 適正

18
倉敷中央公共職業安定所総社出張所
外来者専用駐車場賃貸借契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月1日
有限会社栢原商店
総社市中央3-14-111

4260002023589

会計法第29条の3第4項の規定による。
（前年度に引き続き土地を利用するもの
であることから契約の性質が競争を許
すものではないため。）

2,640,000 2,640,000 100.0% 適正

19
笠岡労働総合庁舎外来者専用駐車場
賃貸借契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月1日
笠岡市長
岡山県笠岡市中央町1-1

5000020332054

会計法第29条の3第4項の規定による。
（前年度に引き続き土地を利用するもの
であることから契約の性質が競争を許
すものではないため。）

2,520,000 2,520,000 100.0% 適正

20
倉敷わかものハローワーク事務室賃貸
借契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月1日
株式会社イズミ
広島市東区二葉の里3-3-1

8240001000777

会計法第29条の3第4項の規定による。
（前年度に引き続き建物を利用するもの
であることから契約の性質が競争を許
すものではないため。）

11,874,492 11,874,492 100.0% 適正



別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 平成30年4月1日～平成30年6月30日 岡　山　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

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）

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務等）

21
ハローワーク岡山駅前求職者窓口事務
室賃貸借契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月1日
丸田産業株式会社
岡山市北区本町6-36

7260001006328

会計法第29条の3第4項の規定による。
（前年度に引き続き建物を利用するもの
であることから契約の性質が競争を許
すものではないため。）

29,374,908 29,374,908 100.0% 適正

22
おかやま新卒応援ハローワーク事務室
賃貸借契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月1日
丸田産業株式会社
岡山市北区本町6-36

7260001006328

会計法第29条の3第4項の規定による。
（前年度に引き続き建物を利用するもの
であることから契約の性質が競争を許
すものではないため。）

15,833,028 15,833,028 100.0% 適正

23 岡山労働局助成金事務室賃貸借契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月1日
明治安田生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内2-1-1

8010005007932

会計法第29条の3第4項の規定による。
（前年度に引き続き建物を利用するもの
であることから契約の性質が競争を許
すものではないため。）

5,797,776 5,797,776 100.0% 適正

24 岡山労働局雄町倉庫賃貸借契約

支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長　小泉　明久
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

平成30年4月1日
ジェイアール西日本不動産開
発株式会社
兵庫県尼崎市潮江1-1-60

4140001055018

会計法第29条の3第4項の規定による。
（前年度に引き続き建物を利用するもの
であることから契約の性質が競争を許
すものではないため。）

1,296,000 1,296,000 100.0% 適正


