
 

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４年７月２０日（水）  

 

２ 委員の氏名及び役職等    委 員 長  井上 信二 公認会計士  

                委 員  吉野 夏己 弁護士    

                委 員  冨山 敬介 税理士    

 

３ 審査対象期間        令和４年１月１日～令和４年４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                   ２０件     

     ・審議件数                     １５件     

       うち、契約金額が500万円以上のもの       １３件     

       うち、参加者が一者しかいないもの         ６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                     ２３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 

公共調達審査会で抽出された案件の全数を対象とした。 

 

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4年1月1日～令和4年4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）

公共調達監視委員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4年1月1日～令和4年4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）

公共調達監視委員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4年1月1日～令和4年4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
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
津山公共職業安定所他で使用する窓口
インフォメーションシステムの調達

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4年1月31日
リプライス株式会社
神奈川県横浜市港北区新横
浜3-22-9

3020001038381 一般競争入札 10,791,156 8,682,520 80.5% 1者 審査済（適） 審査済（適）

2
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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4年4月1日
株式会社タスクールＰｌｕｓ
愛知県名古屋市千種区千種
通7-25-1

5180001115849
一般競争入札
（総合評価）

67,179,659 28,214,881 42.0% 2者 審査済（適） 審査済（適）

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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4年4月1日
ランゲート株式会社
京都府京都市中京区泉正寺
町328

1130001019265
一般競争入札
（総合評価）

24,697,400 21,626,000 87.6% 2者 審査済（適） 審査済（適）

4
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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4年4月1日
大和ハウス工業株式会社
大阪市北区梅田3-3-35

6120001059662 一般競争入札

【契約単価】

基本料金
1212.75外

18,922,758 87.1% 2者 審査済（適） 審査済（適）

5 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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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 12,854,058 10,876,800 84.6% 6者 審査済（適） 審査済（適）

6 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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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 9,843,582 9,348,240 95.0% 3者 審査済（適） 審査済（適）

7 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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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 7,099,331 6,586,800 92.8% 3者 審査済（適） 審査済（適）

8
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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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 9,990,392 6,624,811 66.3% 5者 審査済（適） 審査済（適）

9
コピー用紙（令和4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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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　334
Ａ3　676外

13,548,942 96.0% 1者 審査済（適） 審査済（適）

10 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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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

10,731,217 100.0% 1者 審査済（適） 審査済（適）

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）

【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4年1月1日～令和4年4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
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）

公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務等）

11
理想科学社製インク等（令和4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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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

5,253,435 100.0% 1者 審査済（適） 審査済（適）

12
事務用品等消耗品（令和4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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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】
シャープペン
62
消しゴム　62外

11,313,803 84.1% 3者 審査済（適） 審査済（適）

13
令和４～８年度岡山労働局の業務用自
動車の賃貸借等に係る契約

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

令和4年4月25日
三菱HCキャピタルオートリース
株式会社
港区西新橋1-3-1

9010401023623
一般競争入札
（総合評価）

8,176,080 7,273,200 89.0% 3者 審査済（適） 審査済（適）

14 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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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 3,675,199 3,663,000 99.7% 1者 審査済（適） 審査済（適）

15
令和４年度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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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 2,046,000 1,452,000 71.0% 1者 審査済（適） 審査済（適）

【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4年1月1日～令和4年4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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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。）

13,010,727 13,010,727 100.0% 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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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。）

22,327,000 22,327,000 100.0% 0 1者 審査済（適） 審査済（適）

3 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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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
予決令第99条の2の規定による。
（不落随契） 17,114,310 16,961,685 99.1% - 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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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。）

43,804,292 43,795,963 100.0% - 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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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。）

28,139,492 28,139,491 100.0% - 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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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。）

25,777,360 25,773,394 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

7
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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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。）

14,608,999 14,595,505 99.9% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

8
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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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）

9
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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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）

10
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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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）

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）



別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 令和4年1月1日～令和4年4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）

公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務等）

11
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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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）

12
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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4年4月1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。）

9836244 9,836,244 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

13
岡山労働局職業安定部、各公共職業安
定所用倉庫賃貸借契約

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

令和4年4月1日
日本地所倉庫株式会社
岡山県岡山市北区野田2-4-1

2260001005029

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。）

10,560,000 10,560,000 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

14 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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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。）

12,098,460 12,098,460 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

15 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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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。）

5,286,687 5,286,687 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

16
手指用消毒液及びハンドソープ等の調
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4年2月4日
株式会社サンリク
岡山県岡山市南区芳泉1-11-
21

5260001003070
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）

1,127,379 830,940 73.7% - 3者 審査済（適） 審査済（適）

17
岡山公共職業安定所で使用する窓口案
内システム（ＭＳボイスコール）の窓口操
作端末の交換作業

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4年2月25日

株式会社両備システムズデジ
タルビジネスカンパニー
岡山県岡山市北区磨屋町10-
12交通オアシスビル5階

8260001007077

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（契約の性質、
目的が競争を許さないため）

2,601,500 2,601,500 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

18
岡山労働局管内各施設における什器類
等の調達及び引渡

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4年3月3日
山陽文具株式会社
岡山県岡山市北区下中野５７
３－３

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）

1,144,718 867,350 75.8% - 3者 審査済（適） 審査済（適）

19
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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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）

20
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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4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）



別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 令和4年1月1日～令和4年4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）

公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務等）

21
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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4年4月1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。）

2,017,882 2,017,882 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

22
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　吉村　賢敏
岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎

令和4年4月1日
レントオール岡山
岡山県岡山市北区辰巳41-
110

-

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。）

1,775,620 1,775,620 100.0% - 1者 審査済（適） 審査済（適）

23
新型コロナウイルス感染症対応休業支
援金センターで使用する複合機のリース
契約

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

令和4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

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。）

1,960,648 1,907,848 97.3% - 1者 審査済（適） 審査済（適）


