
 

公共調達監視委員会活動状況報告書 

                           （部局名）  岡山労働局   

１ 開催日           令和２年９月２３日（水）  

 

２ 委員の氏名及び役職等    委 員 長  国富 橿雄 税理士    

                委 員  井上 信二 公認会計士  

                委 員  吉野 夏己 弁護士    

 

３ 審査対象期間        令和２年４月１日～令和２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                   ２５件     

     ・審議件数                     ２５件     

       うち、契約金額が500万円以上のもの       １６件     

       うち、参加者が一者しかいないもの        １１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                   ３６件     

     ・審議件数                     ３６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 

     ７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 

     ２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 令和2年4月1日～令和2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）

公共調達監視
委員会審議結
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 令和2年4月1日～令和2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）

公共調達監視
委員会審議結
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 令和2年4月1日～令和2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）

公共調達監視
委員会審議結
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日
岡山商工会議所
岡山県岡山市北区厚生町3-
1-15

5260005001962
一般競争入札
（総合評価）

29,772,477 28,863,098 96.9% 2者 審査済（適） 審査済（適）

2
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4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

7290001006060
一般競争入札
（総合評価）

29,342,993 25,468,041 86.8% 2者 審査済（適） 審査済（適）

3
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1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）

33,438,666 32,446,037 97.0% 1者 審査済（適） 審査済（適）

4
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1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）

27,347,675 27,235,395 99.6% 1者 審査済（適） 審査済（適）

5 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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1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）

20,219,647 18,490,835 91.4% 1者 審査済（適） 審査済（適）

6
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1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）

12,036,802 11,232,340 93.3% 1者 審査済（適） 審査済（適）

7 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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1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 4,709,716 4,708,000 100.0% 1者 審査済（適） 審査済（適）

8
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2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
858.00外

14,194,514 71.2% 1者 審査済（適） 審査済（適）

9 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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日

株式会社オークスコーポレー
ション
岡山県岡山市南区豊浜町9-
24

1260001008585 一般競争入札 12,060,606 10,216,800 84.7% 4者 審査済（適） 審査済（適）

10 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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日

株式会社オークスコーポレー
ション
岡山県岡山市南区豊浜町9-
24

1260001008585 一般競争入札 9,071,874 8,325,240 91.8% 6者 審査済（適） 審査済（適）

11 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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日

株式会社オークスコーポレー
ション
岡山県岡山市南区豊浜町9-
24

1260001008585 一般競争入札 6,294,752 5,926,800 94.2% 6者 審査済（適） 審査済（適）

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 令和2年4月1日～令和2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）

公共調達監視
委員会審議結
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）

12
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日
フジガード株式会社
香川県高松市田村町452-5

8470001003591 一般競争入札 9,747,992 6,563,700 67.3% 6者 審査済（適） 審査済（適）

13
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日
株式会社建美
岡山県倉敷市中庄1688-17

9260001013181 一般競争入札 5,070,725 4,811,400 94.9% 3者 審査済（適） 審査済（適）

14
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日
山陽事務機株式会社
岡山県岡山市中区原尾島1-
2-20

8260001002656 一般競争入札 1,640,980 1,624,700 99.0% 1者 審査済（適） 審査済（適）

15 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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日
株式会社甲玉堂
岡山県岡山市北区表町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

8,993,899 100.0% 1者 審査済（適） 審査済（適）

16 電子複写機（リコー製10台）の保守契約

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

令和2年4月1日
有限会社オフィス山陽
岡山県岡山市北区牟佐1524-
6

8260002002366 一般競争入札
【契約単価】
モノクロ　2.20
カラー　9.00外

1,642,278 100.0% 1者 審査済（適） 審査済（適）

17
理想科学社製トナー等（令和2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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日
山陽事務機株式会社
岡山県岡山市中区原尾島1-
2-20

8260001002656 一般競争入札

【契約単価】
インクＦ　2,850
マスターＦ
6,800外

9,998,252 100.0% 1者 審査済（適） 審査済（適）

18
リコー社製トナー等（令和2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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日
有限会社オフィス山陽
岡山県岡山市北区牟佐1524-
6

8260002002366 一般競争入札

【契約単価】
トナーﾌﾞﾗｯｸ
10,075
ドラムﾌﾞﾗｯｸ
9,072外

4,073,639 93.6% 2者 審査済（適） 審査済（適）

19
事務用品等消耗品（令和2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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日
山陽文具株式会社
岡山県岡山市北区下中野
573-3

6260001002708 一般競争入札

【契約単価】
シャープペン
58
消しゴム　60外

8,542,572 85.9% 3者 審査済（適） 審査済（適）

20
コピー用紙（令和2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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日
山陽文具株式会社
岡山県岡山市北区下中野
573-3

6260001002708 一般競争入札
【契約単価】
A４　274
A３　552外

10,247,649 84.4% 1者 審査済（適） 審査済（適）

21 自家用電気工作物保安管理業務委託

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

令和2年4月1日
株式会社イーテック２４
広島県広島市西区南観音8-
15-5

3240001018163 一般競争入札 2,371,600 1,518,000 64.0% 2者 審査済（適） 審査済（適）

22
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月24日
岡山日産自動車株式会社
岡山県岡山市中区高屋161

5260001009010 一般競争入札

【契約単価】
12ヶ月点検
13,000
エンジンオイル(1
ℓ) 1,000外

2,964,180 82.5% 2者 審査済（適） 審査済（適）

【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】

【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 令和2年4月1日～令和2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）

公共調達監視
委員会審議結
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）

23
令和２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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年6月16日
一般財団法人倉敷成人病セン
ター
岡山県倉敷市白楽町250

9260005003229 一般競争入札

【契約単価】
胸部Ｘ線直接
撮影1500円、
心電図検査
1500円外

9,048,193 62.4% 2者 審査済（適） 審査済（適）

24
津山公共職業安定所の官用車【軽自動
車】の調達等に係る契約

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

令和2年6月24日
スズキ岡山販売株式会社
岡山県岡山市北区平野622-5

8260001008389
一般競争入札
（総合評価）

1,765,866 1,189,396 67.4% 3者 審査済（適） 審査済（適）

25
労働基準監督署及び公共職業安定所に
おいて使用する什器類等の調達に係る
契約

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

令和2年6月26日
山陽事務機株式会社
岡山県岡山市中区原尾島1-
2-20

8260001002656 一般競争入札 2,747,952 2,519,000 91.7% 2者 審査済（適） 審査済（適）

【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 令和2年4月1日～令和2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）

公共調達監視
委員会審議結
果状況（所見）

1 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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日
公益社団法人岡山県医師会
岡山県岡山市北区駅元町19-
2

1260005000043

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。）

9,978,520 9,972,638 99.9% 0 1者 審査済（適） 審査済（適）

2 高齢者活躍人材確保育成事業

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

令和2年4月1日

公益社団法人岡山県シルバー
人材センター連合会
岡山県岡山市中区西川原
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。）

44,000,000 44,000,000 100.0% 0 1者 審査済（適） 審査済（適）

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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日
社会福祉法人旭川荘
岡山県岡山市北区祇園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。）

43,232,054 43,226,171 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日
社会福祉法人
津山社会福祉事業会
岡山県津山市川崎1508

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。）

26,752,202 26,713,903 99.9% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1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。）

31,703,173 31,582,569 99.6% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

6
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日
社会福祉法人旭川荘
岡山県岡山市北区祇園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。）

14,898,276 14,877,257 99.9% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

7
生涯現役促進地域連携事業
（地域協働コース）

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

令和2年4月1日
総社市生涯現役促進協議会
岡山県総社市中央1-1-1

9700150081232

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。）

28,445,399 28,445,399 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

8
令和２年度ガソリンの調達等に係る単価
契約（岡山地区）

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

令和2年4月1日
島村燃料株式会社
岡山県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3号の規定による随意
契約(少額随契)

【契約単価】
レギュラーガソリ
ン　139
機械洗車　220外

1,466,910 93.1% - 2者 審査済（適） 審査済（適）

9
ゼロックス社製トナー等（令和２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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日
山陽文具株式会社
岡山県岡山市北区下中野
573-3

6260001002708
会計法第29条の3第5項及び予決
令第99条第3号の規定による随意
契約(少額随契)

【契約単価】
トナーカートリッ
ジ　　（ブラック）
20,160
ドラムカートリッジ
17,136外

1,002,894 95.5% - 3者 審査済（適） 審査済（適）

10
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広告を使
用した広報契約

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

令和2年4月1日
株式会社近宣岡山支店
岡山県岡山市北区弓之町10-
26

8120001063233

会計法第29条の3第4項及び予決
令第102条4第3号の規定による随
意契約（有利な価格で契約できる
見込みがあるもの。）

1,962,400 1,962,400 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

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】

【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 令和2年4月1日～令和2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）

公共調達監視
委員会審議結
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
ユースエール認定制度周知広報のため
のＪＲ岡山駅南地下道内カッティング
シート広告の掲出契約

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

令和2年4月1日
株式会社ビザビ
岡山県岡山市北区内山下1-
3-1

7260001001320

会計法第29条の3第4項及び予決
令第102条4第3号の規定による随
意契約（有利な価格で契約できる
見込みがあるもの。）

1,320,000 1,320,000 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

12
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日
倉敷市長
岡山県倉敷市西中新田640

-

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。）

1,877,805 1,877,805 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

13
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日
備前市長
岡山県備前市東片上126

-

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。）

971,720 971,720 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

14 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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日
高梁市長
岡山県高梁市松原通2043

-

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。）

5,582,563 5,582,563 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

15
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日
笠岡市長
岡山県笠岡市中央町1-1

-

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% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

16
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2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% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

17
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2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。）

4,794,474 4,794,474 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

18
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2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。）

5,042,050 5,042,050 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

19
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2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。）

1,848,000 1,848,000 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

20
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2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% - 1者 審査済（適） 審査済（適）



別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 令和2年4月1日～令和2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）

公共調達監視
委員会審議結
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
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2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% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

22
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2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。）

1,222,224 1,222,224 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

23
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日
有限会社栢原商店
岡山県総社市総社3-6-2

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% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

24 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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日

ＪＲ西日本不動産開発株式会
社
大阪府大阪市北区中之島2-
2-7

7140001052904

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。）

1,782,000 1,782,000 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

25 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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日

ＪＲ西日本不動産開発株式会
社
大阪府大阪市北区中之島2-
2-7

7140001052904

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。）

1,320,000 1,320,000 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

26
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日
株式会社イズミ
広島県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。）

12,094,392 12,094,392 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

27
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日
丸田産業株式会社
岡山県岡山市北区本町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。）

29,918,880 29,918,880 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

28
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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2年4月1日
丸田産業株式会社
岡山県岡山市北区本町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。）

16,126,224 16,126,224 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

29 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　新井　博之
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和2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。）

5,905,152 5,905,152 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

30
机上パーティション（飛沫感染予防対策
用）の調達

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

令和2年4月16日
株式会社甲玉堂
岡山県岡山市北区表町1-1-3

7260001002319

会計法第29条の3第5項及び予決令第
102条4第3号の規定による随意契約(急
速な契約をしなければ著しく不利な価格
をもって契約しなければならない恐れあ
るため)

1,516,972 1,507,220 99.4% - 1者 審査済（適） 審査済（適）



別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 令和2年4月1日～令和2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）

公共調達監視
委員会審議結
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）

31
岡山労働局内で使用する布マスクの調
達

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

令和2年4月20日
ヤマメン株式会社
岡山県井原市上出部町41

6260001018357
会計法第29条の3第5項及び予決
令第99条第3号の規定による随意
契約(少額随契)

1,320,000 990,000 75.0% - 4者 審査済（適） 審査済（適）

32
生涯現役促進地域連携事業
（連携推進コース）

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

令和2年5月1日
瀬戸内市生涯現役促進協議会
岡山県瀬戸内市長船町土師291

-

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。）

57,823,000 57,823,000 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

33
岡山労働局休業支援金センター事務室
賃貸借契約

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

令和2年6月12日
株式会社エイムクリエイツ
東京都中野区中野3-34-28

1011201000704

会計法第29条の3第4項及び予決
令第102条の4第3号の規定による
随意契約（緊急の必要により競争
に付することができない為）

25,443,558 25,443,558 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

34
岡山労働局休業支援金センターで使用
するパソコン等の調達

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

令和2年6月17日
山陽事務機株式会社
岡山県岡山市中区原尾島1-
2-20

8260001002656

会計法第29条の3第4項及び予決
令第102条の4第3号の規定による
随意契約（緊急の必要により競争
に付することができない為）

4,908,402 4,238,657 86.4% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

35
岡山労働局休業支援金センターで使用
する什器類等のリース契約

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

令和2年6月22日
三共リース株式会社岡山支店
岡山県岡山市南区青江6-4-
23

9260001002903

会計法第29条の3第4項及び予決
令第102条の4第3号の規定による
随意契約（緊急の必要により競争
に付することができない為）

3,483,539 3,319,663 95.3% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

36
岡山労働局休業支援金センターで使用
する什器類の調達

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

令和2年6月22日
株式会社ナック
岡山県岡山市北区芳賀5322

5260001004944

会計法第29条の3第4項及び予決
令第102条の4第3号の規定による
随意契約（緊急の必要により競争
に付することができない為）

5,270,434 4,792,480 90.9% - 1者 審査済（適） 審査済（適）


