
平成 29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 29年６月 14日（水） 

 

２． 委員氏名･役職  委員長   松嶋 歩 （職業安定部長） 

抽出委員 松野 市子（雇用環境･均等室長） 

委員    松野 明広（労働基準部長） 

 

３． 審査対象期間   平成 28年 12月１日から平成 29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 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 31件 

・審議件数     24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 ８件（契約金額 500万円以上のもの ６件、500万円未満の

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 

② 随意契約によるもの 

・審査対象件数 15件 

・審議件数     12件 

      うち、契約金額が 500万円以上のもの ３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(応募者）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２分の１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条に基づき抽出した。 

・公共工事については、対象期間中案件はなかった。 

  ・物品・役務等については、対象期間中に案件が 46件(一般競争入札 31件、随意契約 15件）あり、 

うち契約金額500万円以上のものが 25件(一般競争入札16件、随意契約９件）あり、全てを審議案 

件とした。また、500万円未満の案件は計 21件(競争入札によるもの 15件、随意契約によるもの６ 

件）あり、その２分の１以上を抽出して 11件(競争入札によるもの８件、随意契約によるもの３件）を審 

議対象案件とした。なお、抽出にあたっては契約金額の高いものを優先した。 

 

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 

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 競争入札による公共工事については審査該当案件なし。 

② 随意契約による公共工事については審査該当案件なし。 

③ 競争入札による物品役務について 

      ・通番５～８で同じような消耗品の調達で案件毎で落札率にばらつき(83.6％～90.7％)があるよう 

に見えるが、予定価格の積算方法は妥当か。 

     →入札直前に業者から見積りをとらないこととしており、見積り参考書やネットで市場調査により積算 

している。コピー用紙等の紙類は価格幅が大きいことから価格設定しづらい面があり、予定価格と 

差(83.6％)が生じたと考えられる。 

・通番 14について、人件費見積りで時間額 714円(最低賃金)となっているが、改定された場合の

措置も契約条件としているか。 

→契約書で法律違反の場合には解除規定を設けており、最低賃金改定の際にもこれを遵守させる

こととしている。 

・通番20について、落札事業所の入札時の予算内訳における労働保険料が｢70歳の者を配置予

定のため事業主負担０｣となっているが、労災保険料は負担としては誤りではないか。 

→労災保険の適用はあることから、｢諸経費｣から事業主が負担することとなる。 

・通番 23～29 の委託事業については総合評価落札方式となっているが、価格点で掛数がそれぞ

れ違う(×50～×150)が、その理由は如何。 

→事業によって評価基準が異なるためである。 

④ 随意契約による物品役務について 

     ・通番４・５に関する那覇公共職業安定所近隣駐車場の調査報告で現在空き状況(台数)が確認 

されていない物件があるが如何。 

    →調査上、那覇所から半径 500ｍ範囲の駐車場としたが、所から駐車場までの道のりとなるとさらに 

遠く、車の利用者が多い県内の状況を考えた場合に、ほぼ駐車場が利用されず、却って庁舎付 

近の路上等への迷惑駐車が予測されることなどを総合的に勘案し選択肢から除外した。 



対象期間：平成28年12月1日から平成29年４月30日まで

④
優先抽出

（③の内数）

 公共工事 0 0 0 0 0

 物品役務等 31 16 8 0 24

 公共工事 0 0 0 0 0

 物品役務等 15 9 3 0 12

46 25 11 0 36

（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



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）

公共調達監視
委員会審査結
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）

公共調達監視
委員会審査結
果状況(所見）

1 横移動式書棚の購入及び設置 平成29年1月13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 1,447,968 1,404,000 97.0 5

2
宮古公共職業安定所デジタル印刷機
等購入契約

平成29年2月14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 2,105,028 1,961,064 93.2 2 適正である

3 備品購入及び設置等契約 平成29年2月15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 8,384,299 7,639,768 91.1 4 適正である

4 ボイスコール購入及び設置契約 平成29年2月15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 5,889,780 5,889,240 99.9 2 適正である

5
平成29年度沖縄労働局コピー用紙等
供給単価契約

平成29年4月3日
株式会社 紙商
浦添市城間4-24-1

一般競争入札 6,059,628 5,063,143 83.6 4
単価契約
@1,285円他

適正である

6
平成29年度沖縄労働局消耗品供給単
価契約

平成29年4月3日
株式会社 サンコー
沖縄市安慶田3-9-32

一般競争入札 7,741,919 7,022,991 90.7 5
単価契約
@334円他

適正である

7
平成29年度沖縄労働局プリンタート
ナー等供給単価契約 平成29年4月3日

有限会社 デーコム
那覇市田原1-4-1

一般競争入札 3,925,783 3,326,235 84.7 2

単価契約
@22,680円
他

適正である

8
平成29年度沖縄労働局封筒印刷単価
契約

平成29年4月3日
株式会社 沖産業
宜野湾市伊佐2-1-1

一般競争入札 5,669,741 5,067,144 89.4 10
単価契約
@28円（税
抜）他

適正である

9 平成29年度ガソリン等供給単価契約 平成29年4月3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 1,962,646 1,887,876 96.2 1
単価契約
@129.3円
（税抜）他

10
平成29年度高速カラープリンターオル
フィスEX9050保守契約

平成29年4月3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 1,338,120 1,338,120 100.0 1

11
平成29年度沖縄労働局（本島地区）所
有の複合機保守等業務（キャノン製）

平成29年4月3日
株式会社 オキジム
浦添市港川458

一般競争入札 3,699,658 3,679,389 99.5 1
単価契約
＠0.94円(税
抜）他

適正である

12
平成29年度沖縄労働局（本島地区）所
有の複合機保守等業務（コニカミノルタ
製）

平成29年4月3日
株式会社 ジムキ文明堂
那覇市松山2-5-2

一般競争入札 1,660,163 1,660,072 100.0 1
単価契約
＠1.5円(税
抜）他

13
平成29年度沖縄労働局（本島地区）所
有の複合機保守等業務（リコー製）

平成29年4月3日
有限会社 ダイワジム
那覇市曙2-4-16

一般競争入札 2,275,763 2,178,496 95.7 1
単価契約
＠2.3円(税
抜）他

適正である

14
平成29年度庁舎清掃業務（沖縄職業
総合庁舎共有部分）

平成29年4月3日
株式会社 プライムマネージメン
ト
那覇市高良3-7-10

一般競争入札 6,120,138 3,596,400 58.8 2 適正である

15
平成29年度庁舎清掃業務（沖縄職業
総合庁舎専有部分・ハローワークプラザ
那覇）

平成29年4月3日
株式会社 プライムマネージメン
ト
那覇市高良3-7-10

一般競争入札 4,986,892 3,121,200 62.6 2 適正である

（競争入札によるもの）

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）

該 当 調 達 案 件 な し 



16
平成29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29年4月3日
株式会社 プライムマネージメン
ト
那覇市高良3-7-10

一般競争入札 3,644,442 3,045,600 83.6 4 適正である

17
平成29年度庁舎清掃業務（名護労働
基準監督署・名護公共職業安定所）

平成29年4月3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 1,246,445 1,242,000 99.6 3

18
平成29年度庁舎清掃業務（宮古公共
職業安定所）

平成29年4月3日
株式会社 ジャパン総合ビル管
理
那覇市港町2-7-6

一般競争入札 1,508,841 1,464,480 97.1 1

19
平成29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29年4月3日
株式会社 プライムマネージメン
ト
那覇市高良3-7-10

一般競争入札 6,744,621 4,363,200 64.7 5 適正である

20
平成29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29年4月3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 11,568,296 9,066,600 78.4 1 適正である

21 平成29年度設備点検等業務 平成29年4月3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 1,882,807 1,672,920 88.9 4

22 平成29年度職支援セミナー事業委託 平成29年4月3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 18,368,245 16,422,307 89.4 3 適正である

23
平成29年度専門家派遣・相談等支援
事業委託

平成29年4月3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）

12,412,189 12,361,988 99.6 1 適正である

24
非正規雇用労働者待遇改善支援事業
委託

平成29年4月3日
全国社会保険労務士会連合会
東京都中央区日本橋本石町
3-2-12

一般競争入札
(総合評価落札方式）

9,998,625 9,808,091 98.1 1 適正である

25 若年者地域連携事業委託 平成29年4月3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）

29,380,762 25,611,626 87.2 2 適正である

26
高齢者スキルアップ・就職促進事業委
託

平成29年4月3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）

24,743,519 18,792,000 75.9 2 適正である

27
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29年4月3日

公益財団法人 介護労働安定
センター
東京都荒川区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）

14,656,537 10,059,153 68.6 1 適正である

28
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29年4月3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）

16,422,810 15,768,000 96.0 2 適正である

29
平成29年度地域若年サポートステー
ション事業委託(沖縄）

平成29年4月3日

特定非営利活動法人 サポート
センターゆめさき
沖縄県中頭郡北中城村字仲順
264

一般競争入札
(総合評価落札方式）

25,826,925 22,669,200 87.8 1 適正である

30
平成29年度地域若年サポートステー
ション事業委託(名護）

平成29年4月3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）

21,506,925 21,000,000 97.6 1 適正である

31
平成29年度地域若年サポートステー
ション事業委託(琉球）

平成29年4月3日

特定非営利活動法人 サポート
センターゆめさき
沖縄県中頭郡北中城村字仲順
264

一般競争入札
(総合評価落札方式）

25,690,028 22,366,800 87.1 2 適正である



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）

公共調達監視
委員会審査結
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）

公共調達監視
委員会審査結
果状況(所見）

1
沖縄労働局建物賃貸借（文書保
管倉庫賃貸借）

平成29年4月3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項
保管のため

1,036,800 1,036,800 100.0 1

2 ハローワークプラザ那覇賃貸借 平成29年4月3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 1 適正である

3 ハローワークプラザ沖縄賃貸借 平成29年4月3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

13,551,860 13,551,860 100.0 1 適正である

4
那覇公共職業安定所　駐車場賃
貸借１

平成29年4月3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 1 適正である

5
那覇公共職業安定所　駐車場賃
貸借２

平成29年4月3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

4,885,920 4,885,920 100.0 1 適正である

6
沖縄公共職業安定所　駐車場賃
貸借1

平成29年4月3日 富田駐車場
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

2,097,600 2,097,600 100.0 1

7
沖縄公共職業安定所　駐車場賃
貸借2

平成29年4月3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 1 適正である

8
給与等システムソフトウェアサポート
及びソフトウェア使用契約

平成29年4月3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

1,247,400 1,247,400 100.0 1

9
平成29年度障害者就業・生活支
援センター事業委託１

平成29年4月3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

36,703,000 36,703,000 100.0 1 適正である

10
平成29年度障害者就業・生活支
援センター事業委託２

平成29年4月3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

35,202,000 35,202,000 100.0 1 適正である

11
平成29年度障害者就業・生活支
援センター事業委託３

平成29年4月3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

24,716,000 24,716,000 100.0 1 適正である

12
平成29年度障害者就業・生活支
援センター事業委託４

平成29年4月3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

14,507,000 14,507,000 100.0 1 適正である

13
平成29年度障害者就業・生活支
援センター事業委託５

平成29年4月3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

14,659,000 14,659,000 100.0 1 適正である

14
高齢者活躍人材育成事業委託契
約

平成29年4月3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

19,867,000 19,867,000 100.0 1 適正である

15
平成29年度医療労務管理支援事
業委託

平成29年4月3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するた
め、契約の目的が競争を許さ
ないため

4,439,000 4,439,000 100.0 1 適正である

（随意契約によるもの）

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 
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