
 

 

令和元年度第１回公共調達審査会活動状況報告書 

 

                                         沖 縄 労 働 局 

 

１ 開催日       令和元年９月５日（木） 

２ 委員氏名･役職  委員長  加藤 明子 （雇用環境･均等室長） 

委員   仁木 真司 （労働基準部長） 

委員   村上 優作 （職業安定部長） 

３ 審査対象期間   平成 31 年１月 1 日から令和元年５月 31 日まで 

４ 審査契約件数 

   （１）公共工事 

➀ 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 34 件 

・審議件数     27 件  

うち、契約金額が 500 万円以上のもの 18 件 

           うち、参加者が一者しかいないもの 11 件   

（契約金額 500 万円以上のもの ８件、500 万円未満のもの 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、委託契約金額に占める再委託金額の割合が 1/２を超えるもの ０件 

② 随意契約によるもの 

・審査対象件数 16 件 

・審議件数     16 件  

うち、契約金額が 500 万円以上のもの 13 件 

うち、直近の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こととされていたが 

移行していないもの ０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、契約の相手方が独立行政法人となったもの ０件 

              うち、企画競争又は公募をしたが、参加者が一者しかいないもの ０件 

（契約金額 500 万円以上のもの ０件、500 万円未満のもの ０件) 

         うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が 1/２を超えるもの ０件 

５ 審議案件の抽出方法  沖縄労働局公共調達審査会運営要綱第７条の１及び２による。 

６ 審議結果 

（１）不適切等と判断した件数 ０件 

（２）結果内容及び措置状況  所見なし。審議案件は適正であると認められた。 

なお、以下の点について、確認や指摘が行われた。 

 



 

 

➀ 競争入札によるもの 

○ 別表２の通番１、４及び７について、落札率が予定価格より半分以下になっているが、 

予定価格の立て方に問題はなかったのか。 

        ➢ １については、排気量などを含めて市場に出ている車や過去の購入履歴を確認し、また 

国土交通省と環境省が出している環境に配慮したものという基準にも合うよう、仕様書 

を作成の上、予定価格を算出した。 

              ４については、過去の落札業者から提出された落札後の内訳書を基に積算している。 

             なお、落札が決まった時点で、落札業者には業務の履行が確実であることを再度確認し、 

契約締結に至っている。 

         ７については、4 の案件と同様、落札業者からの内訳を参考に積算している。 

     

○ 別表２の通番９について、なぜ落札率が９９．９％なのか。 

➢ ９については、いつも監査時に高い落札率を指摘されるところであるが、例年、保守 

メーカー１社しか入札に参加しない状況が続いている。特に、離島に関しては、故障し 

たときの早急なメンテンナンス対応を考えると、県外の事業所では入りにくく、地元の 

業者でしか対応できない事情もあり、範囲を広げて入札するというのは難しい状況にあ 

る。    

このため、毎年同じ事業所しか入札参加がなく、かつ、予定価格は毎年の開札参加資料 

を基に積算をしているので、落札率は毎回似たような 100％に近い数字となっている。 

 

○ 別表２の通番１について、某自動車メーカーが入れなかったのは参加資格が「A」だっ 

たからか。 

➢ 当該メーカーは、参加資格はあったものの、仕様に合わないものを提示してきたため、 

落札できなかった。 

 

○ 別表２の通番２について、昨年度も同様の指摘をしたが、単価契約外のものを入札手続 

を通して調達しないといけないというのは、同じようなものを買う場合に、まとめて 

買った方が安くなるという点で理解できる。しかし、例えば輪ゴムなど、入札を待って 

購入するより、業務が回らなくなる前に随契で早く買ってあげた方が良いものも入れす 

ぎているのではないかと感じる。やむを得ず緊急で購入しないといけないものは、すみ 

やかに購入することも検討願いたい。 

        ➢ 承知した。検討する。 

 

○ 別表２の通番７について、内訳で時給 780 円になっているが、時給 790 円に上がった 

ら、変更契約するのか。 

        ➢ 本省に問い合わせする予定である。県や市では、最低賃金が変わるときの対応を契約書 

に記載しているところもあるようなので、総務課としても検討したい。 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

   公共調達審査会審議対象一覧表
　　　　　　　　対象期間：平成31年1月1日から令和元年5月31日まで

③
① ②以外の

対象期間中 抽出対象 ④
総契約件数 １／２以上 優先抽出

（③の内数）

公共工事 0件 0件 0件 0件

物品役務等 34件 9件 0件 27件

公共工事 0件 0件 0件 0件

物品役務等 16件 3件 0件 16件

　　　（抽出の方法）沖縄労働局公共調達審査会運営要綱　　第7条の1及び2による。
　　　②はすべて対象となるもの
　　　・公共工事については、低入札価格調査の対象となったもの　　　　⇒　　　0件
　　　・物品役務等については、契約金額が500万円以上のもの　　　　　 ⇒　　 31件
　　　③は、②以外の案件を抽出して対象
　　　・公共工事については、低入札価格調査対象となった案件以外から抽出　　　　⇒　　0件
　　　・物品役務等については、契約金額が500万円未満の中から１／２以上抽出　　　　　⇒　　12件

　　　④は、③の内より優先して抽出

　　　・直近の随意契約見直し契約において一般競争入札等に移行することとされていたが移行していないもの　　　⇒　　0件
　　
　　　・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

　　　・企画競争、公募等による場合の参加者応募者が1者しかないもの　　　⇒　　0件

　　　・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

合計 50件 31件 12件 0件

種類種別 区分
審査案件
抽出合計

競争入札によるもの

随意契約によるもの

②
すべて対象とする案件

（①のうち数）

（公共工事）
低入札調査対象
（物品役務等）
契約500万以上

43件

0件

18件

0件

13件



   

（競争入札によるもの）

通

番
公共工事の名称、場所、期間、種別 契約を締結した日

契約の相手方の商号

又は名称・住所

一般競争入札･指名競争の別

（総合評価の実施）

 予定価格

（円：税込）

 契約金額

（円：税込）

落札率

(％)

応募

者数

(人)

備　考

公共調達審

査会審査結

果状況(所

見）

通

番
物品役務等の名称及び数量 契約を締結した日

契約の相手方の

商号又は名称、住所

一般競争入札･指名競争の別

（総合評価の実施）

 予定価格

（円：税込）

 契約金額

（円：税込）

落札率

(％)

応募

者数

（人）

備　考

公共調達審

査会審査結

果状況(所

見）

1 平成30年度官用車購入契約 平成31年1月22日
琉球日産自動車株式会社

浦添市牧港2-1-1
一般競争入札    3,096,837    1,497,124 48.3% 2 所見なし

2
単価契約外消耗品及び備品の購入等に

かかる契約の締結について
平成31年1月30日

株式会社ざまみダンボール

糸満市西崎町4-7
一般競争入札    6,719,725    6,326,197 94.1% 4 所見なし

3
高速カラープリンター等購入及び設置契

約」
平成31年3月8日

理想沖縄株式会社

那覇市おもろまち4-6-3
一般競争入札    7,578,445    7,114,392 93.9% 2 所見なし

4
平成31年度沖縄職業総合庁舎電気・機

械設備運転及び保守管理業務
平成31年4月1日

株式会社クリード沖縄

浦添市内間5-10-15
一般競争入札 8,140,389 4,590,000 56.4% 3 所見なし

5
平成31年度沖縄職業総合庁舎・沖縄労

働総合庁舎交通誘導業務
平成31年4月1日

株式会社琉球人材派遣センター

沖縄市室川2-8-13平良AP103号
一般競争入札 15,131,694 13,824,000 91.4% 1 所見なし

6 平成31年度庁舎機械警備等業務 平成31年4月1日
セコム琉球株式会社

那覇市久茂地1-7-1
一般競争入札 2,147,581 2,138,400 99.6% 2 所見なし

7

平成31年度庁舎清掃業務（沖縄職業総

合庁舎共有部分・那覇公共職業安定所

専有部分）

平成31年4月1日
株式会社大洋

那覇市安謝1-22-19　2階
一般競争入札 14,580,410 6,604,428 45.3% 3 所見なし

8
平成31年度庁舎清掃業務（沖縄職業総

合庁舎・ハローワークプラザ沖縄）
平成31年4月1日

株式会社　ジャパン総合ビル管理

那覇市古島1-24-13
一般競争入札 4,573,423 3,641,760 79.6% 2 所見なし

9
平成31年度沖縄労働局（本島地区）所有

の複合機保守等業務契約（キャノン製）
平成31年4月1日

株式会社オキジム

浦添市港川458番地
一般競争入札 4,530,526 4,527,200 99.9% 1 所見なし

10
平成31年度沖縄労働局コピー用紙等供給

単価契約
平成31年4月1日

株式会社紙商

浦添市城間4-24-1
一般競争入札 6,504,929 6,384,152 98.1% 3

単価契約：予

定価格・契約

金額は年間

見込

所見なし

11
平成31年度沖縄労働局消耗品供給単価

契約
平成31年4月1日

株式会社善林堂

浦添市勢理客1-1-6
一般競争入札 8,314,126 7,586,882 91.3% 5

単価契約：予

定価格・契約

金額は年間

見込

所見なし

12

平成31年度沖縄労働局プリンタートナー等

供給単価契約 平成31年4月1日
有限会社デーコム

那覇市田原1-4-1
一般競争入札 4,733,591 4,607,668 97.3% 2

単価契約：予

定価格・契約

金額は年間

見込

所見なし

13
平成31年度沖縄労働局封筒印刷単価契

約
平成31年4月1日

株式会社　尚生堂

浦添市安波茶1-6-3
一般競争入札 6,395,085 5,072,760 79.3% 10

単価契約：予

定価格・契約

金額は年間

見込

所見なし

14
平成31年度沖縄労働局ガソリン等供給単

価契約
平成31年4月1日

株式会社　りゅうせきエネルギー

浦添市西洲2-2-3
一般競争入札 2,107,977 2,029,391 96.3% 1

単価契約：予

定価格・契約

金額は年間

見込

所見なし

15 平成31年度就職支援セミナー事業委託 平成31年4月1日
株式会社　エスエフシー

那覇市泉崎2－3－3
一般競争入札 15,804,091 14,758,021 93.4% 1 所見なし

16 若年者地域連携事業委託 平成31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

一般競争入札

(総合評価落札方式）
31,005,354 26,470,540 85.4% 2 所見なし

17 高齢者スキルアップ・就職促進事業委託 平成31年4月1日
株式会社　建築資料研究社

東京都豊島区池袋2-50-1

一般競争入札

(総合評価落札方式）
15,800,705 11,318,400 71.6% 3 所見なし

18
介護分野における人材確保のための雇用

管理改善推進事業委託
平成31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セン

ターまちや5階

一般競争入札

(総合評価落札方式）
12,659,049 8,799,264 69.5% 1 所見なし

19
訓練受講希望者等に対するジョブ・カード

作成支援推進事業委託
平成31年4月1日

ランゲート株式会社

京都市中京区泉正寺町328　4階

一般競争入札

(総合評価落札方式）
29,527,235 21,006,000 71.1% 1 所見なし

20
平成31年度地域若年サポートステーション

事業委託(沖縄地域）
平成31年4月1日

特定非営利活動法人サポートセン

ターゆめさき

沖縄市高原6-7-40

一般競争入札

(総合評価落札方式）
23,711,213 23,534,296 99.3% 1 所見なし

21
平成31年度地域若年サポートステーション

事業委託(名護地域）
平成31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

池袋ISPタマビル

一般競争入札

(総合評価落札方式）
21,119,213 21,091,333 99.9% 1 所見なし

22
平成31年度地域若年サポートステーション

事業委託(琉球地域）
平成31年4月1日

特定非営利活動法人サポートセン

ターゆめさき

沖縄市高原6-7-40

一般競争入札

(総合評価落札方式）
25,296,751 22,602,252 89.3% 2 所見なし

23
平成31年度沖縄早期離職者定着支援事

業委託
平成31年4月1日

株式会社沖縄コングレ

那覇市久茂地3-1-1

日本生命那覇ビル

一般競争入札 15,020,262 14,979,600 99.7% 1 所見なし

24
平成31年度中小企業・小規模事業者等に

対する働き方改革推進支援事業委託
平成31年4月1日

沖縄県社会保険労務士会

那覇市前島2-12-12

セントラルコーポ兼陽205

一般競争入札

(総合評価落札方式）
28,879,137 28,753,374 99.6% 1 所見なし

25
平成31年度36協定未届事業場に対する

相談指導事業
平成31年4月1日

ＳＡＴＯ社会保険労務士法人

札幌市東区北六条東8-1-33

一般競争入札

(総合評価落札方式）
8,654,969 6,210,000 71.8% 3 所見なし

26

平成31年度自動車賃貸借契約（那覇公

共職業安定所・沖縄公共職業安定所・ハ

ローワークプラザ沖縄）

令和元年5月10日
株式会社　日産レンタリース沖縄

那覇市松山2-2-12

一般競争入札

(総合評価落札方式）
3,700,720 2,668,723 72.1% 2 所見なし

27 平成31若年層を中心とした求職開拓事業 令和元年5月13日
株式会社琉球新報開発

那覇市港町2-16-1

一般競争入札

(総合評価落札方式）
3,854,731 3,780,000 98.1% 1 所見なし

　　　　　　公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（公共工事） 別表１

　　　　　　公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（物品役務） 別表２

該 当 調 達 案 件 な し



 

（随意契約によるもの）

通

番
物品役務等の名称及び数量 契約を締結した日

契約の相手方の

商号又は名称、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：税込）

 契約金額

（円：税込）

落札率

(％)

再就

職の

役員

の数

(人)

応募

者数

(人)

備　考

公共調達審査会

審査結果状況

(所見）

通

番
物品役務等の名称及び数量 契約を締結した日

契約の相手方の

商号又は名称、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：税込）

 契約金額

（円：税込）

落札率

(％)

再就

職の

役員

の数

(人)

応募

者数

(人)

備　考

公共調達審査会

審査結果状況

(所見）

1
平成３１年度ソフトウェア使用権及びサポー

ト契約
平成31年4月1日

コンピュータ・システム　株式会社

京都市上京区笹屋町千本西入笹

屋4-273-3

会計法第２９条の３第４項

所有権等が開発業者のみに帰属

し、他との競争を許さないため

1,840,320 1,840,320 100.0% 0 1 所見なし

2
沖縄労働局建物賃貸借（文書保管倉庫

賃貸借）
平成31年4月1日

沖縄港運　株式会社

那覇市西2-1-1

会計法第２９条の３第５条

保管のため
1,046,400 1,046,400 100.0% 0 1 所見なし

3 ハローワークプラザ沖縄賃貸借 平成31年4月1日
沖縄市

沖縄県沖縄市仲宗根町26－1

会計法第２９条の３第４項

執務スペース及び立地条件が他と

の競争を許さないため

12,317,460 12,317,460 100.0% 0 1 所見なし

4 那覇公共職業安定所　駐車場賃貸借１ 平成31年4月1日
那覇新都心　株式会社

那覇市おもろまち1-3-31

会計法第２９条の３第４項

駐車可能台数及び立地条件が他と

の競争を許さないため

8,829,000 8,829,000 100.0% 0 1 所見なし

5 那覇公共職業安定所　駐車場賃貸借２ 平成31年4月1日
有限会社　おもろハウジング

那覇市おもろまち4-9-21

会計法第２９条の３第４項

駐車可能台数及び立地条件が他と

の競争を許さないため

5,310,480 5,310,480 100.0% 0 1 所見なし

6 沖縄公共職業安定所　駐車場賃貸借1 平成31年4月1日 住吉駐車場

会計法第２９条の３第４項

駐車可能台数及び立地条件が他と

の競争を許さないため

2,304,582 2,304,582 100.0% 0 1 所見なし

7
平成３１年度障害者就業・生活支援セン

ター事業委託１
平成31年4月1日

社会福祉法人若竹福祉会

浦添市前田998-3

会計法第２９条の３第４項

沖縄県知事から受託者として推薦

された団体を契約の相手方とする

ため契約の目的が競争を許さない

ため

36,462,000 36,462,000 100.0% 0 1 所見なし

8
平成３１年度障害者就業・生活支援セン

ター事業委託２
平成31年4月1日

社会福祉法人新栄会

沖縄市山内1-11-15

会計法第２９条の３第４項

沖縄県知事から受託者として推薦

された団体を契約の相手方とする

ため契約の目的が競争を許さない

ため

41,276,000 41,276,000 100.0% 0 1 所見なし

9
平成３１年度障害者就業・生活支援セン

ター事業委託３
平成31年4月1日

社会福祉法人名護学院

名護市為又1015-1

会計法第２９条の３第４項

沖縄県知事から受託者として推薦

された団体を契約の相手方とする

ため契約の目的が競争を許さない

ため

25,133,000 25,133,000 100.0% 0 1 所見なし

10
平成３１年度障害者就業・生活支援セン

ター事業委託４
平成31年4月1日

社会福祉法人みやこ福祉会

宮古島市平良字下里3107-243

会計法第２９条の３第４項

沖縄県知事から受託者として推薦

された団体を契約の相手方とする

ため契約の目的が競争を許さない

ため

14,912,000 14,912,000 100.0% 0 1 所見なし

11
平成３１年度障害者就業・生活支援セン

ター事業委託５
平成31年4月1日

社会福祉法人わしの里

石垣市字石垣463-3

会計法第２９条の３第４項

沖縄県知事から受託者として推薦

された団体を契約の相手方とする

ため契約の目的が競争を許さない

ため

14,667,000 14,667,000 100.0% 0 1 所見なし

12 高齢者活躍人材育成事業委託契約 平成31年4月1日

公益社団法人　沖縄県シルバー人

材センター連合

浦添市伊祖1-33-1

会計法第２９条の３第４項

沖縄県シルバー人材センター連合

が実施主体として指定されている

事業であり、契約の目的が競争を許

さないため

36,974,290 36,974,290 100.0% 0 1 所見なし

13 医療労務管理支援事業委託契約 平成31年4月1日
一般社団法人　沖縄県医師会

沖縄県南風原町字新川218-9

会計法第２９条の３第４項

沖縄県が支援センターの設置・運

営を委託した医療関係団体を契約

相手方としており、契約の目的が競

争を許さないため

7,206,028 7,206,028 100.0% 0 1 所見なし

14 生涯現役促進地域連携事業委託１ 令和元年5月7日
南城市生涯現役促進協議会

南城市佐敷字新里1870

会計法第２９条の3第4項

企画競争
57,521,880 57,521,880 100.0% 0 1 所見なし

15 生涯現役促進地域連携事業委託２ 令和元年5月7日
浦添市グッジョブ連携協議会

浦添市内間5-1-9

会計法第２９条の3第4項

企画競争
57,957,983 57,957,983 100.0% 0 1 所見なし

16 グッジョブセンターおきなわ賃貸借 平成31年4月1日 沖縄県

会計法第２９条の３第４項

執務スペース及び立地条件が他と

の競争を許さないため

14,089,545 14,089,545 100.0% 0 1 所見なし

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（公共工事）

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（物品役務）

別表３

別表４

該 当 調 達 案 件 な し


