
平成 30 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        平成 30 年 8 月 20 日（月） 

２． 委員氏名･役職  委員長   松野 明広 （労働基準部長） 

委員    村上 優作 （職業安定部長） 

委員    加藤 明子 （雇用環境･均等室長） 

３． 審査対象期間   平成 29 年 12 月 1 日から平成 30 年 4 月 30 日まで 

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 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 35 件 

・審議件数     24 件 うち、契約金額が 500 万円以上のもの 14 件 

                    うち、参加者が一者しかいないもの ９件 

（契約金額 500 万円以上のもの ６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 13 件 

・審議件数     13 件 うち、契約金額が 500 万円以上のもの 11 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 

物品・役務等の契約に係る競争参加資格等の設定及び予定価格の設定等について、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。 

 



① 競争入札によるもの 

      ‣ 清掃業務契約で落札率が低く、要因として人件費がかなり低い状況が見受けられるが、 

    最低賃金の改定が影響し業績不振により契約不履行とならないよう担保がとれている 

    か 

→清掃業務従事者への労働条件通知書に最賃改定時の賃金上昇分について明記するよう

受注業者に理解を求めている。なお、業務履行状況の確認は徹底したい。 

‣ 複合機保守契約については落札率が高く１者応札となっているが、競争となるよう対策

しているか 

→複合機メーカー代理店が限られており、機械保守となると早期対応が難しい県外業者の 

参入も考えにくく、競争が働かない状況である。今後、複合機入替え購入時に複数年契 

約等の工夫ができないか模索したい。 

‣ 事業委託について、１者応札となっている案件の調達説明会の参加状況はどのようなも

のか。複数参加している場合、応札しない理由を確認しているか 

→調達説明会には複数の参加はあるが応札に至っていない。理由として、セミナーを担当

する専門講師の人材が不足している状況があるとヒアリングしている。事業の遂行上、

要件緩和は難しいと思われるが、次回発注の際の留意点として要件緩和に関して原課へ

意見をフィードバックしたい。 

② 随意契約によるもの 

‣ 那覇公共職業安定所の駐車場賃借については、駐車場利用状況を確認したうえ必要台数 

の精査は行っているか 

→那覇所の来庁者数は季節的要因や経済状況の変動等の影響を受け、駐車車両数は増減し

ている。確保すべき駐車場の台数は各契約年度で精査しているが、来庁者による渋滞緩

和対策も同地区より要望も現にある。また、地価高騰により賃借料金が上昇傾向にある

ことから、今後必要台数を精査し来庁者の理解を得ながら利用時間に応じたタイムパー

キング制による契約も検討したい。 

  



 

対象期間：平成29年12月1日から平成30年５月31日まで

④
優先抽出

（③の内数）

 公共工事 1 0 1 0 1

 物品役務等 35 14 10 0 24

 公共工事 0 0 0 0 0

 物品役務等 13 11 2 0 13

49 25 13 0 38

（抽出の方法）

　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

　　・物品役務等については、契約金額が500万円以上のもの

　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

　　・物品役務等については、契約金額が500万円未満の中から２分の１以上抽出

　④は、③の内より優先して抽出

　　・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

　　・新規案件で競争性のない随意契約で調達しているもの

　　・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

　　・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

合　　　　　　　　　計

公共調達審査会審議対象一覧表

競争入札によるもの

随意契約によるもの

③
②以外の
抽出対象
１/２以上

審査案件
抽出合計

 契約種類 区分

①
対象期間中
総契約件数

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



 

（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）

1 沖縄公共職業安定所空調更新工事 平成30年4月2日
株式会社 カイ総合設備

那覇市字真地388-6
一般競争入札 3,644,987 2,352,240 64.5% 4 所見なし

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30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 7,586,420 4,989,600 65.8% 3 所見なし

2
平成30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30年4月2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 9,948,913 9,331,200 93.8% 2 所見なし

3
平成30年度庁舎清掃業務（沖縄職業総

合庁舎共有部分）
平成30年4月2日

日本美装 株式会社

埼玉県さいたま市浦和区常盤9-

14-6

一般競争入札 6,823,212 3,952,800 57.9% 3 所見なし

4
平成30年度庁舎清掃業務（沖縄職業総

合庁舎専有部分）
平成30年4月2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 4,133,806 2,410,560 58.3% 3 所見なし

5
平成30年度庁舎清掃業務（沖縄労働総

合庁舎・ハローワークプラザ沖縄）
平成30年4月2日

日本美装 株式会社

埼玉県さいたま市浦和区常盤9-

14-6

一般競争入札 4,505,637 3,499,200 77.7% 2 所見なし

6
平成30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30年4月2日

株式会社 オキジム

浦添市港川458
一般競争入札 3,859,377 3,859,157 99.9% 1

単価契約：予

定価格・契約

金額は年間

見込

所見なし

7
平成30年度沖縄労働局（本島地区）所有

の複合機保守等業務契約（リコー製）
平成30年4月2日

有限会社 ダイワジム

那覇市曙2-4-16
一般競争入札 1,637,781 1,637,742 99.9% 1

単価契約：予

定価格・契約

金額は年間

見込

所見なし

8
平成30年度沖縄労働局コピー用紙等供給

単価契約
平成30年4月2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 7,321,104 5,580,524 76.2% 3

単価契約：予

定価格・契約

金額は年間

見込

所見なし

9
平成30年度沖縄労働局消耗品供給単価

契約
平成30年4月2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 8,333,369 7,768,118 93.2% 5

単価契約：予

定価格・契約

金額は年間

見込

所見なし

10
平成30年度沖縄労働局プリンタートナー等

供給単価契約
平成30年4月2日

有限会社 デーコム

那覇市田原1-4-1
一般競争入札 3,275,038 2,766,657 84.5% 2

単価契約：予

定価格・契約

金額は年間

見込

所見なし

11
平成30年度沖縄労働局封筒印刷単価契

約
平成30年4月2日

株式会社 尚生堂

浦添市安波茶1-6-3
一般競争入札 6,324,804 5,513,400 87.2% 8

単価契約：予

定価格・契約

金額は年間

見込

所見なし

12 平成30年度就職支援セミナー事業委託 平成30年4月2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 16,999,674 16,253,676 95.6% 1 所見なし

13 若年者地域連携事業委託 平成30年4月2日
株式会社　東京リーガルマインド

東京都千代田区三崎町2-2-12

一般競争入札

(総合評価落札方式）
29,993,863 25,171,041 83.9% 2 所見なし

14 高齢者スキルアップ・就職促進事業委託 平成30年4月2日
株式会社 東京リーガルマインド

東京都千代田区三崎町2-2-12

一般競争入札

(総合評価落札方式）
29,349,554 18,792,000 64.0% 1 所見なし

15
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 セン

ターまちや5階

一般競争入札

(総合評価落札方式）
13,969,409 9,873,612 70.7% 1 所見なし

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（物品役務）

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（公共工事）



 

  

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）

16
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

一般競争入札

(総合評価落札方式）
19,306,615 14,867,344 77.0% 3 所見なし

17
平成30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30年4月2日

特定非営利活動法人 サポートセン

ターゆめさき

北中城村字仲順264

一般競争入札

(総合評価落札方式）
25,552,285 25,270,002 98.9% 2 所見なし

18
平成30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 池

袋ISPタマビル

一般競争入札

(総合評価落札方式）
21,664,285 21,077,352 97.3% 1 所見なし

19
平成30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30年4月2日

特定非営利活動法人 サポートセン

ターゆめさき

北中城村字仲順264

一般競争入札

(総合評価落札方式）
27,156,609 21,060,001 77.6% 2 所見なし

20
平成30年度自動車賃貸借契約（那覇公

共職業安定所・ハローワークプラザ沖縄）
平成30年5月17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）
2,829,060 2,372,760 83.9% 3 所見なし

21 平成30年度沖縄労働局健康診断業務 平成30年5月18日

一般財団法人 沖縄県健康づくり財

団

南風原町字宮平212

一般競争入札 3,743,838 3,407,508 91.0% 1

単価契約：予

定価格・契約

金額は年間

見込

所見なし

22
平成30年度沖縄早期離職者定着支援事

業委託
平成30年4月2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

覇ﾋﾞﾙ

一般競争入札 15,997,178 15,735,600 98.4% 1 所見なし

23
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
平成30年4月2日

沖縄県社会保険労務士会

那覇市松山2-1-12 合人社那覇

松山ビル6F

一般競争入札

(総合評価落札方式）
24,963,020 22,080,144 88.5% 1 所見なし

24
浦添市福祉就労支援常設窓口設置に係

る備品購入及び設置
平成30年4月11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 1,264,691 1,054,512 83.4% 5 所見なし



 

（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30年度ソフトウェア使用権及びサポー

ト契約
平成30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

2,065,500 2,065,500 100.0% 0 1 所見なし

2 ハローワークプラザ那覇賃貸借 平成30年4月2日
生活協同組合 コープおきなわ

浦添市西原1-2-1

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

29,562,576 29,562,576 100.0% 0 1 所見なし

3 ハローワークプラザ沖縄賃貸借 平成30年4月2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

12,263,960 12,263,960 100.0% 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30年4月2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

8,748,000 8,748,000 100.0% 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30年4月2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

5,261,760 5,261,760 100.0% 0 1 所見なし

6 沖縄公共職業安定所 駐車場賃貸借 平成30年4月2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

2,283,492 2,283,492 100.0% 0 1 所見なし

7
平成30年度障害者就業・生活支援セン

ター事業委託１
平成30年4月2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

35,768,000 35,768,000 100.0% 0 1 所見なし

8
平成30年度障害者就業・生活支援セン

ター事業委託２
平成30年4月2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

35,050,000 35,050,000 100.0% 0 1 所見なし

9
平成30年度障害者就業・生活支援セン

ター事業委託３
平成30年4月2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

24,763,000 24,763,000 100.0% 0 1 所見なし

10
平成30年度障害者就業・生活支援セン

ター事業委託４
平成30年4月2日

社会福祉法人 みやこ福祉会

宮古島市平良字下里3017-243

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

14,398,000 14,398,000 100.0% 0 1 所見なし

11
平成30年度障害者就業・生活支援セン

ター事業委託５
平成30年4月2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

14,713,000 14,713,000 100.0% 0 1 所見なし

12
平成30年度高齢者活躍人材育成事業委

託
平成30年4月2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

7,093,655 7,093,655 100.0% 0 1 所見なし

13 平成30年度医療労務管理支援事業委託 平成30年4月2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

の相手方とするため、契約の目的

が競争を許さないため

7,093,655 7,093,655 100.0% 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）

該 当 調 達 案 件 な し


