
別紙１

(部局名)

１　開催日

２　委員の氏名及び役職等 委員長　

委員

委員

３  審査対象期間

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

        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 4 件

　　・審議件数 4 件

　　うち、契約金額が500万円以上のもの 1 件

　　うち、参加者が一者しかいないもの 1 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 0 件

　　・審議件数 0 件

0 件

0 件

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　審査案件の抽出方法

６　審査結果

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、審査を行った際の書類も併せて提出すること。）

湯口　一文　　　税理士

駒井　重忠　　　弁護士

瀬古　智昭　　　公認会計士・弁護士

審査対象期間中における審査対象案件が４件のみだったため、抽出は実施せず全ての案件を
審議した。

　　うち、低入札価格調査の対象となったもの

【本件に係る照会先】
鳥取労働局総務部総務課
　課長補佐　中原　　学

   ℡ 0857-29-1700

所見なし

公共調達監視委員会活動状況報告書

鳥取労働局

　　うち、、契約の相手方が独立行政法人となったもの

平成３１年２月２１日（木）

　　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

　　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

平成３０年７月１日　～　平成３０年１２月３１日契約締結分



別紙様式１

該当なし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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）
〔競争入札によるもの〕　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審査対象期間　平成３０年７月１日～平成３０年１２月３１日契約締結分

号

※備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。
①低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。
②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されないものにあっては、「未措置」。
③競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札。（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。
④新規案件で競争性のない随意契約であるものにあたっては、「新規」。
⑤委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあたっては、「再委託」。

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

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） 備　考

公共調達監
視委員会審
議結果状況

(所見）

公共調達審査
会審議結果状

況(所見）
落札率(%)法人番号



別紙様式２

該当なし

※備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。
①低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。
②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されないものにあっては、「未措置」。
③競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札。（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。
④新規案件で競争性のない随意契約であるものにあたっては、「新規」。
⑤委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあたっては、「再委託」。

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

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）

号
予定価格

（円）
契約金額

（円）
備考

公共調達審査
会審議結果状

況(所見）
落札率(%)

再就職の
役員の数

（人）

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）
〔随意契約によるもの〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審査対象期間　平成３０年７月１日～平成３０年１２月３１日契約締結分

法人番号



別紙様式３

1
平成30年度　36協定未届事業
場に対する相談指導事業

支出負担行為担当官
鳥取労働局総務部長
岩﨑　充
鳥取市富安2丁目89-9

平成30年7月2日
株式会社労働調査会関西支社
大阪府大阪市西区阿波座2-2-18

9013301012464
一般競争入札
（総合評価）

7,830,384 7,098,084 90.6% 3者
審議済

（所見なし）
審議済

（所見なし）

2
受給資格者のしおり他雇用保
険関係印刷物の作成

支出負担行為担当官
鳥取労働局総務部長
岩﨑　充
鳥取市富安2丁目89-9

平成30年7月30日
ニホン美術印刷株式会社
岐阜県大垣市西外側町2-15

1200001014110 一般競争入札 1,952,719 1,375,974 70.5% 4者
審議済

（所見なし）
審議済

（所見なし）

3
倉吉公共職業安定所の窓口案内シス
テムの調達

支出負担行為担当官
鳥取労働局総務部長
岩﨑　充
鳥取市富安2丁目89-9

平成30年9月7日
株式会社事務クリエイト
大阪府寝屋川市池田北町24番2-
312号

6120001151907 一般競争入札 2,018,184 1,231,200 61.0% 2者
審議済

（所見なし）
審議済

（所見なし）

4
年度後半における集中的な就職面接
会事業

支出負担行為担当官
鳥取労働局総務部長
岩﨑　充
鳥取市富安2丁目89-9

平成30年9月11日

公益財団法人ふるさと鳥取県定住
機構
鳥取市扇町115-1　鳥取駅前第一
生命ビル1階

6270005004848 一般競争入札 5,637,600 4,757,761 84.4% 1者
審議済

（所見なし）
審議済

（所見なし）

契約の相手方の商号又は名称及び住
所

公共調達監視
委員会審議結
果状況(所見）

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

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）契約を締結した日

※備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。
①低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。
②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されないものにあっては、「未措置」。
③競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札。（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。
④新規案件で競争性のない随意契約であるものにあたっては、「新規」。
⑤委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあたっては、「再委託」。

公共調達審査
会審議結果状

況(所見）
号

落札率
(%)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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）
〔競争入札によるもの〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審査対象期間　平成３０年７月１日～平成３０年１２月３１日契約締結分

備　考
契約金額

（円）
法人番号物品・役務等の名称及び数量



別紙様式４

該当なし

公共調達審査
会審議結果状

況(所見）
備考契約金額（円） 落札率(%)

再就職の
役員の数

（人）

※備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。
①低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。
②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されないものにあっては、「未措置」。
③競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札。（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。
④新規案件で競争性のない随意契約であるものにあたっては、「新規」。
⑤委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあたっては、「再委託」。

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）
〔随意契約によるもの〕　　　　　　　　　　　　　　　　審査対象期間　平成３０年７月１日～平成３０年１２月３１日契約締結分

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

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）号 法人番号
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平成３０年度 第２回鳥取労働局公共調達監視委員会議事概要  
 

開催日 平成３１年２月２１日（木） 
開催場所 鳥取労働局４階小会議室 
出席者 湯口委員（委員長） 
      駒井委員（委員長代理） 

瀬古委員（抽出委員） 
 
１．開会 
（１）鳥取労働局公共調達監視委員会委員の紹介 
  事務局から平成３１年２月１日付けで委員３名が再任されたことを報告し

た。 
 
（２）委員長等の選出 
  互選により湯口委員が委員長に引き続き選任された。 
  湯口委員長より委員長代理に駒井委員が指名され、抽出委員に瀬古委員が

指定された。 
       
２．議事 
（１）鳥取労働局公共調達審査会審議結果報告 

・事務局が、以下のとおり報告した。 
平成３１年２月８日に開催された、平成３０年度第２回鳥取労働局公共

調達審査会において、平成３０年７月１日から平成３０年１２月３１日の

間の審査対象案件について審査した。 
審査対象契約の案件に公共工事はなく物品・役務の４件を審査した結

果、いずれも「所見なし」であった。 
  

（２）審議案件の抽出について 
・事務局が以下のとおり抽出の状況を報告した。 
平成３０年７月１日から平成３０年１２月３１日の間の審査対象契約の

案件は４件であり、対象が少ないため全てを審議の対象とする。 
内訳は、競争入札の物品・役務が４件である。 
 

（３）審議 
① 平成３０年度３６協定未届事業場に対する相談指導事業 

 ・入札金額が開いているが何か理由は。約３倍違う。 
  →技術審査結果の高い得点の業者は高い金額で入札し、低い得点の業者は低
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い金額で入札しており、提案内容に比例する部分はあると思われるが理由は

わからない。 
    
・予定価格は、他の実績に基づくものか。 

  →新しい事業で、先行して関東で事業を行っており、その時の経費を基に本

省が積算したものを、関東と鳥取では会場費等が違ってくる部分もあるので、

当局で査定し定めた価格となっている。 
    
・総合落札方式で、審査の結果では一番低いところとなっているが、金額的

に予定価格を下回っていたのは、その１社ということか。 
  →予定価格を下回ったのは１社のみとなっている。 
   企画競争だと、予定価格を定めてその範囲内でプランニングということ

もできるが、一般競争入札では予定価格をオープンにしていないので、今回

のような事が起きてしまうことがある。 
 
・技術的な点で足切りとかはないのか。 

  →最低の基準はあり、必須事項に係る得点がなければ失格となります。 
    
② 受給資格者のしおり他雇用保険関係印刷物の作成 
・毎年、同じ業者が落札ですか。 

  →ここ数年同じ業者が、安価で落札している。 
 
・他の３社は、予定価格を上回っているのですか。 

  →そのとおり。 
昨年まで参加していた鳥取県内の安価な業者が今回参加しておらず、も

し参加していれば予定価格内となっていたかもしれないが、全国的に展開

している県外の業者がスケールメリットを生かして安価で落札した形にな

ったものと考えられる。 
  
・他の業者の半分近い金額だが、品質に問題はないか。 

  →品質については、昨年も確認したが問題はなかった。 
 
・人件費が上がっている中で、この金額で入ってきているのは、全国的にや

っているのでペイするということか。 
  →恐らくそういうことだと思われる。 

全国から仕事を集めて稼働率を上げるということでないとやっていけな

いのではないかと思われる。 
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・労働条件の実態は大丈夫なのか。 

  →印刷業では、入稿待ちがあるとオペレーターは待機していないといけな

いことがあり、この間が手待ち時間となり労働時間となることから、稼働

率が低い方が、厳しいというふうに聞いたことがある。稼働率高いと、労

働条件もそれなりに維持できるようである。 
 
③ 倉吉公共職業安定所の窓口案内システムの調達 
・ボタンを押すと紙が出てくるようなものか。 

  →前回審議いただいた鳥取安定所の２階に設置していたものの倉吉安定所

版である。違いは、座席数とか大型モニターの有無とかの違いはあるが、

システムとしては同じようなものである。 
 
・結構安くできるものですね。 

  →前回も安かったので、前回の割引率も反映して予定価格を立てたが、前

回取れなかったところが今回落札した。 
 
・従来あったものを置き換えたものか。 

  →以前のシステムで故障が頻発していたため、撤去し、同様なことができ

るシステムとしたものです。 
 
・新しい機能はないのか。 

  →システム的には、特に新しい機能を付けてはいない。 
 
④ 年度後半における集中的な就職面接会開催事業 

 ・いつも１つですね。 
この事業者しか入っていない状況が続いています。 
 

・相当難しい事業なのか。 
民間業者ではなかなか委託事業で精算があったりすると、なかなか入って

来づらいといった状況だと思われる。 
 

・予定価格の根拠はどうなっているか。 
人件費、事業費等について想定される規模に応じて本省から積算される根

拠があるので、それを基に積算している。 
 

・例年、同じような予定価格、契約金額で推移しているのか。 
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そのとおり。 
 

（４）審議結果 
 各案件について「所見なし」とする。 

 
３．閉会 
 


