
 

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 31年２月５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７月１日～平成 30年 12月 31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                    １件     

     ・審議件数                      １件     

       うち、低入札価格調査の対象となったもの      １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 500万円以上のもの        ２件     

       うち、参加者が一者しかいないもの         ３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                    １件     

     ・審議件数                      １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 

     １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 

 



別紙様式１

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 平成30年7月1日～平成30年12月31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）

1
倉敷中央公共職業安定所児島出張所空調
設備改修工事

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10月1日
成好設備工業株式会社
津山市山北621-17

8260001019857
一般競争入札
（低入札価格調

査実施）
11,491,282 6,609,600 57.5% 適正

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7月1日～平成30年12月31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7月1日～平成30年12月31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
平成30年度36協定未届事業場に対する
相談指導事業

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7月2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
（総合評価）

9,959,762 7,957,879 79.9% 適正

2
電子複写機（複合機）の調達及び保守
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7月26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 2.2円、
フルカラー 9.0
円　外

844,117 29.7% 適正

3 若年層を中心とした求職開拓事業

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9月3日
ヒューマンアカデミー
株式会社
東京都新宿区西新宿7-5-25

4011101055952
一般競争入札
（総合評価）

7,486,329 5,583,168 74.6% 適正

4
岡山公共職業安定所の官用車（小型貨
物自動車１台）の交換に係る契約

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9月11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
（総合評価）

1,784,012 1,469,588 82.4% 適正

5
倉敷中央公共職業安定所総社出張所
の官用車の更新（交換）に係る契約

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9月11日
スズキ岡山販売株式会社
岡山市北区平野622-5

8260001008389
一般競争入札
（総合評価）

1,678,116 1,432,130 85.3% 適正

6
郵便料金計器及び付属消耗品の購入に
係る契約

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9月14日
ピツニーボウズジャパン
株式会社
東京都品川区北品川4-7-35

7010701008334 一般競争入札 4,778,276 2,484,000 52.0% 適正

7
年度後半における集中的な就職面接会
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10月1日
株式会社さんぽう
東京都渋谷区初台1-31-16

6011301002736 一般競争入札 3,450,052 2,983,869 86.5% 適正

8
岡山労働基準監督署、倉敷労働基準監
督署庁舎外壁調査業務

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10月1日
株式会社山陽設計
岡山市中区清水2-5-22

7260001002649 一般競争入札 3,150,122 2,916,000 92.6% 適正

9
岡山労働基準監督署で使用する電話機
器の調達及び設置等一式

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10月5日
コムパス株式会社
岡山市北区下中野1222-7

7260001002558 一般競争入札 4,260,153 1,814,400 42.6% 適正

10
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12月13日
株式会社みつ印刷
岡山市北区田益1302-1

9260001007877 一般競争入札 2,975,624 2,274,397 76.4% 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7月1日～平成30年12月31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
岡山労働基準監督署の官用車調達に係
る契約

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12月25日
スズキ岡山販売株式会社
岡山市北区平野622-5

8260001008389
一般競争入札
（総合評価）

1,634,180 1,393,436 85.3% 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7月1日～平成30年12月31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 生涯現役促進地域連携事業

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7月2日
岡山県生涯現役促進協議会
岡山市北区内山下2-4-6

-
会計法第29条の3第4項の規定に
よる随意契約（高齢雇用安定法第

34条第12項に定める団体）
104,022,758 104,022,758 100.0% 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）


