
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 2 件

　　・審議件数 1 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 2 件

　　うち、契約金額が500万円以上のもの 0 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 3 件

　　・審議件数 2 件

1 件

1 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。）

瀬古　智昭　　　公認会計士・弁護士

公共調達監視委員会の抽出委員による抽出を行った。

　　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　藤田和美
   ℡ 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２８年３月１０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２７年７月１日　～　平成２８年１月３１日契約締結分

湯口　一文　　　税理士

駒井　重忠　　　弁護士



1
庖丁人町宿舎解体工事
鳥取市庖丁人町２８番３
H27.11.25～H27.12.28

支出負担行為担当官
鳥取労働局総務部長
久野　克人
鳥取市富安２－８９－９

平成27年11月24日
吾妻商事(有)
鳥取県岩美郡岩美町
大字浦富3081番地21

一般競争入札 1,457,161 1,047,600 71.9 「4者」
審議済
（所見なし）

2
鳥取労働基準監督署エアコン更新工事
鳥取市富安二丁目８９番地４
H27.12.25～H28.3.25

支出負担行為担当官
鳥取労働局総務部長
久野　克人
鳥取市富安２－８９－９

平成27年12月24日
（株）大北工業
鳥取県鳥取市片原五
丁目５０１番地

一般競争入札 5,019,000 3,996,000 79.6 「３者」
審議済
（所見なし）

3

4

5

6

落札率(%)号

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２７年７月１日～平成２８年１月３１日契約締結分  　          　　　　　　　　　　　　      別紙様式１

※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

公共調達審
査会審議結
果状況(所
見）



該当案件なし

契約金額（円） 備考落札率(%)
再就職の
役員の数

（人）

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）

公共調達審査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２７年７月１日～平成２８年１月３１日契約締結分          　　　　　　　　　　　　　　　別紙様式2

※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）



1
年度後半における集中的な就職
面接会開催事業

支出負担行為担当官
鳥取労働局総務部長
久野　克人
鳥取市富安２－８９－９

平成27年7月31日
公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構
鳥取県鳥取市扇町７

一般競争入札 2,569,000 1,354,781 52.7 「１者」
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
久野　克人
鳥取市富安２－８９－９

平成27年7月31日
有限会社蛍光社
鳥取県鳥取市青葉町２丁目２１２

一般競争入札 2,213,511 1,579,983 71.4 「６者」

3

人材不足分野における人材確保
のための雇用管理改善促進事業
（啓発実践コース）「建設分野」委
託契約

支出負担行為担当官
鳥取労働局総務部長
久野　克人
鳥取市富安２－８９－９

平成27年9月1日

一般社団法人鳥取県経営者協会
鳥取県鳥取市本町３－２０１
鳥取産業会館・鳥取商工会議所ビル4F

一般競争入札 7,704,996 4,140,529 53.7 「１者」
審議済
（所見なし）

審議済
（所見なし）

4 鳥取労働局用官用車の交換契約

支出負担行為担当官
鳥取労働局総務部長
久野　克人
鳥取市富安２－８９－９

平成28年1月8日
智頭石油株式会社
鳥取県八頭郡智頭町大字智頭640-1

一般競争入札
総合評価

1,342,476 1,341,781 99.9 「３者」
審議済
（所見なし）

5

6

7

8

※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 備　考
契約金額

（円）

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２７年７月１日～平成２８年１月３１日契約締結分       　       　　　　　　　　　　　　　　　   別紙様式3

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

落札率
(%)

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）



1 実践型地域雇用創造事業委託契約

支出負担行為担当官
鳥取労働局総務部長
久野　克人
鳥取市富安２－８９－９

平成27年7月1日
鳥取市雇用創造協議会
鳥取県鳥取市尚徳町１１６番地

会計法第２９条の３第４項
自発雇用創造地域の協議
会であり事業の目的を確実
に達成出来ると認められた
ため

230,259,000 230,259,000 100.0 -
審議済
（所見なし）

審議済
（所見なし）

2
タブレット端末及びモバイルルー
ターのレンタル契約

支出負担行為担当官
鳥取労働局総務部長
久野　克人
鳥取市富安２－８９－９

平成27年8月24日
株式会社　愛進堂
鳥取県鳥取市商栄町２２１－１

会計法第２９条の３第４項
7月23日付けで契約を結んでい
たものの変更契約、契約の性質
が競争を許すものではない。

1,008,558 1,008,558 100.0 - 「新規」
審議済
（所見なし）

審議済
（所見なし）

3
平成27年度訓練受講前に実施する
キャリア・コンサルティング推進事業
委託

支出負担行為担当官
鳥取労働局総務部長
久野　克人
鳥取市富安２－８９－９

平成27年10月30日
株式会社セントメディア
東京都新宿区新宿三丁目１番２４号

会計法第２９条の３第４項
「企画競争方式」 8,041,896 8,041,896 100.0 - 「新規」

審議済
（所見なし）

4

5

6

7

8

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」。

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）

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

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）

公共調達審査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２７年７月１日～平成２８年１月３１日契約締結分  　　　　         　　　　　　　別紙様式4

備考
契約金額

（円）
号



平成２７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２８年３月１０日（木） 
開催場所 鳥取労働局２階小会議室 
出席者 別添名簿 

 
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２８年２月１日付けで委員３名に再任いただいたことを報

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 

・審査会委員長が、以下のとおり報告した。 
平成２８年３月４日に開催された、平成２７年度第２回鳥取労働局公共調

達審査会において、平成２７年７月１日から平成２８年１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は９件あり、この中から公共工事の１件と物品・役務

の５件の６件を抽出、審査した結果、いずれも「所見なし」であった。 
審査会審議対象案件は「公共調達審査会審議対象一覧表及び審議結果」様

式１から様式４のとおり公共工事１件、物品・役務等５件のとおりである。 
  

（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。 
事前に、瀬古委員から公共調達審査会審議対象一覧表及び審議結果の表に

より抽出された。 
審査対象案件（様式１～様式４）９件の中から、公共工事の案件は、契約

方法別において随時契約の案件なく、競争入札２件のうち１件を抽出。物

品・役務等の案件は、契約方法別に２件ずつ抽出。 
この抽出案件の中に、新規案件で競争性のない随時契約で調達しているも

の１件、競争入札による応募者が１者しかないもの１件を抽出された。 
 



（３）審議 
① 鳥取労働基準監督署エアコン更新工事 
 ・エアコンの規格の適合の確認はどのように行ったのか。 

  →品番等の同じもの、また、同等品を製品のスペックが同等のものを確認し

た。 
なお、鳥取労働基準監督署の入居庁舎管理において書類管理してあるもの

を参考とした。 
 ・落札者は、入札３者のうち２者と比べると価格が低いが何かあるか。 

  →やはり労務費の調整によるものと思われる。部品の単価を積み上げによ

り算出されていると思われる。 
 
② 鳥取労働局官用車の交換契約 
 ・現在使用の車と同等品のものか。 
 →そうである。同等の車としたものである。 

 
③ 人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善促進事業（啓発実践

コース）「建設分野」委託契約 
 ・入札参加１者で、予定価格内であったとされたものであるが内容は如何か。 

  →事業は年度当初から行いたかったが事業契約の競争参加に応募する者が

無かったものである。ようやく応募者があったが、事業の期間が短くなり

費用も少なくなったとした。 
・事業の期間と予定価格との関係は如何か。 
→予定価格に考慮されている。若干であるが少し価格を下げている。 
・予定価格が少ししか下がらなかったのは何故か。 
→事業予算上限額を本部から指示してきたものを参考にして作成したもの

である。参考額からあまり下げていない。 
・事業が約半分の期間になるので予定価格が半分になるかと思ったが如何か。 
→期間が半分になるからといって事業の行うものが半分になるものではな

い。企業への訪問回数も決まっている等、事業の仕様と合っているのか企画

書を出してもらい、その企画書評価委員会で内容を確認するものである。 
事業の見合った内容に合っていると考える。 

 
④ 実践型地域雇用創造事業委託契約 
 ・委託事業の期間が平成２７年７月１日から平成３０年３月３１日までであ

るが、この間の費用が予定価格費用のものか。 
→そのとおりである。 



 ・予定価格については１者からの見積書徴収とあるがどの様にしたのか。 
 →事業内容を提案されたものについて本省から認められたものが予定価格

である。 
 
⑤ タブレット端末及びモバイルルーターのレンタル契約 
 ・契約金額はルーターの借り賃であり契約のものか。  

→契約していたものを８月に増設の契約のものである。 
・４月に新たな契約となるのか。 

  →インターネットの環境が改善されるまでの間となる。平成２８年度も１

年間契約を行う予定である。 
 

（４）審議結果 
 各案件について「所見なし」とする。 

 
３．閉会 
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