
別紙１

  委員長　　　林 　　 宏 信   弁護士

  委　 員　　  勝 屋　 季 人  税理士

  委　 員　　  岡 﨑　 謙 司　公認会計士

山口労働局公共調達監視委員会議事概要について（令和３年度第３回）

　令和３年度第３回山口労働局公共調達監視委員会が実施されましたので、その審議概要についてお知らせいたし
ます。

  開催日及び場所  令和４年３月17日（木）　山口地方合同庁舎１号館

  委員（敬称略）

　入札金額が予定価格をわずかに超えた場合でも、落札
可能とはならないか。

　公共調達審査会の審議にもあったようだが、社会保険
料の事業主負担額は一般管理費に含まれるのか。

　一般管理費については、各業者が独自に算出するもの
であるが、社会保険料の事業主負担額を含めていること
が多いようである。

　抽出案件 　　７　件

　審議案件

回答等

　これまでは、リースではなく、購入していたと記憶してい
るが、コストの削減になるのか。

　購入の場合は10年以上使用することもあるので、コスト
の削減について、単純比較は非常に難しい。
　リース契約の利点として、任意保険が付くことによって、
職員が安心感を得られること、また、維持費が契約金額
に含まれることによって、その都度の支出事務が削減さ
れることが挙げられる。

　国が、リース契約の方向性を示した理由は、事務負担
の観点か、コストの観点か。

　厚生労働省が指示した期間で契約している。

　令和３年７月１日～令和３年12月31日　審議対象期間

　　７　件

意見・質問

　それについては、聞いていない。

　事務局から、
　①山口労働局公共調達審査会の審議結果について報告。
　②公共調達監視委員会審議対象一覧に掲載された７件（公共工事の入札１件、物品・役務の競争入札４件、物品・
役務等の随意契約２件）について、その概略を説明。
　各委員からの意見・質問に対する回答等は、下記のとおり。

【公共工事　競争入札】
 番号１　萩公共職業安定所長門分室事務室拡張工事

　予定価格を超えた入札額では、落札しない。

【物品役務　競争入札】
 番号１　令和３～７年度　山口労働局業務用自動車リース

　予算は単年度が原則だが、複数年契約は特別な取扱
いか。

　この自動車のリースや委託事業の契約については、そ
の期間を複数年とするものも出てきている。

　リース契約期間が複数年になっているが、この期間に
意味はあるのか。

　この工事における建築費とは、どういうものの対価とし
ての性質を持つのか。

　審議資料（非公表）にある各入札業者の工事費内訳書
に記載のとおりであり、これ以上の詳細は把握していな
い。
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　いずれの業者の見積書も、紙の質は仕様書で指定した
とおりとなっている。

　審議資料中の入札付属書のとおり、費用を抑えられる
部分があるため、他の業者と比較しても、低い入札金額
になっている。

　移転としているが、事務室を2倍に拡張したものである。

【物品役務　随意契約】
 番号２　雇用保険失業給付関係印刷物の作成一式

　官署が所在する地元の業者は、応札しないのか。
　地元の業者を探して情報提供するようにしているが、入
札参加のある地元業者が少ない。

　決まっていない。
　故障については、耐用年数までは修理の対応となる
が、それを超えた後に修理不能となれば取替えとなる。

【物品役務　競争入札】
 番号２　萩公共職業安定所長門分室の移転に伴う物品の調達並びに既設什器類等の移設及び引き取り作業一式

　公共調達審査会の審議にもあったようだが、落札率が
低い理由は。

　隣接する地域、例えば下関地域の業者は、応札しない
のか。

　このハンドブックの作成は、契約業者が何かの取組の
一環として実施しているのか。

【物品役務　競争入札】
 番号４　受付番号システムの調達

　他の案件でも情報提供しているが、地域が外れることを
理由に応札には至らない状況である。

　どこからどこへ移転したのか。

　山口労働局における広告媒体の選択は。
　契約担当部署が把握している状況としては、ラジオコ
マーシャル、フリーペーパー、最近ではLINE広告を実施し
た。

　各業者の見積書を比較すると、紙の質が記載されてい
るものといないものがあるが、紙の質による見積金額の
差はないか。

【物品役務　随意契約】
 番号１　「やまぐち未来の職探しハンドブック」への広告掲載

　例えば、10年後に交換する場合は、予定価格は今回よ
りも下げることになるのか。

　その時点で収集する情報等を基に、適正な予定価格を
算出する。

　修理の場合は、一旦は今回の契約業者に依頼するの
か。

　１年間は今回の契約業者と保守契約をしている。
　その後は、他の業者も含めた競争により、その都度契
約を締結する。

　契約業者のチラシには、少子高齢化を克服し、若者の
定住、地域生活を推し進める一環と記載されている。

　このシステムは、定期的な取替えが決まっているのか。

　このハンドブックは山口労働局が監修しているのか。 　山口労働局の事業担当部署が監修している。

　ユースエール認定企業とは。

　若者の定着率が高い（離職率が低い）企業、有給休暇
の取得を促進している企業等からの認定申請に基づき、
厚生労働大臣が認定するもの。
　認定企業については、ハローワークで積極的にPRする
とともに、ハローワークの求人や学生向けの就職面接会
等で、若者にとって働きやすい職場であることをPRでき
る。
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(部局名)

１　開催日 令和４年３月17日（木）

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 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 4 件

　　・審議件数 4 件

　　うち、契約金額が500万円以上の案件 0 件

　　うち、参加者が１者しかいないもの 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、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 2 件

　　・審議件数 2 件

0 件

0 件

0 件

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。）

令和３年７月１日～令和３年12月31日契約締切分

　審査対象（①予定価格250万円超の公共工事及び②同100万円以上の物品・役務等（同80万円以上の物品
の借入を含む。））については、審査案件を抽出することなく、全てを審査した。

 
所見なし。

　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

　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、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

　うち、契約の相手方が独立行政法人となったもの

公共調達監視委員会活動状況報告書

山口労働局

林　　 宏 信    弁護士

勝 屋  季 人    税理士

岡 﨑　謙 司　　公認会計士



別紙様式１

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 令和３年７月１日～令和３年12月31日

番号 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

法人番号
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） 落札率(%) 備　考
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）

1
萩公共職業安定所長門分室事務
室拡張工事

支出負担行為担当官
山口労働局総務部長
三浦　剛
山口市中河原町６－１６
山口地方合同庁舎３号館

令和3年8月11日

大海建設工業株式
会社
山口県大島郡周防
大島町平野271-15

1250001012811 一般競争入札 6,556,891 6,237,000 95.12% ２者 適切 適切

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

※　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とされていたが移行してい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を超えるものにあっては、「再委託」。

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）



別紙様式２

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 令和３年７月１日～令和３年12月31日

番号 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

法人番号

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） 契約金額（円） 落札率(%)
再就職の
役員の数
（人）

備　考
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）

該当なし #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

※　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とされていたが移行してい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を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調監視委員会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）



別紙様式３

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 令和３年７月１日～令和３年12月31日

番号 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

法人番号
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） 落札率(%) 備　考
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）

1
令和3～7年度　山口労働局業務用
自動車リース

支出負担行為担当官
山口労働局総務部長
三浦　剛
山口市中河原町６－１６
山口地方合同庁舎２号館

令和3年7月19日

株式会社トヨタレンタ
リース山口
山口県山口市
小郡下郷９４５－２

7250001000471
一般競争入札（総合
評価） 5,228,080 3,203,200 61.27% ４者 適切 適切

2
萩公共職業安定所長門分室の移転
に伴う物品の調達並びに既設什器
類等の移設及び引き取り作業一式

支出負担行為担当官
山口労働局総務部長
三浦　剛
山口市中河原町６－１６
山口地方合同庁舎３号館

令和3年8月4日
株式会社モリイケ
山口県山口市
中市町６－１７

5250001000779
一般競争入札（最低
価格） 4,772,691 4,722,850 98.96% ２者 適切 適切

3 書庫の調達

支出負担行為担当官
山口労働局総務部長
三浦　剛
山口市中河原町６－１６
山口地方合同庁舎３号館

令和3年9月10日
株式会社モリイケ
山口県山口市
中市町６－１７

5250001000779
一般競争入札（最低
価格） 2,636,326 1,914,000 72.60% ３者 適切 適切

4 受付番号システムの調達

支出負担行為担当官
山口労働局総務部長
三浦　剛
山口市中河原町６－１６
山口地方合同庁舎３号館

令和3年12月6日
株式会社弘法
広島県広島市中区千田
町1-3-4

4240001003370
一般競争入札（最低
価格） 5,492,080 1,426,700 25.98% ３者 適切 適切

#DIV/0!

#DIV/0!

※　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とされていたが移行してい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を超えるものにあっては、「再委託」。

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）



別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 令和３年７月１日～令和３年12月31日

番号 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

法人番号
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） 契約金額（円） 落札率(%)
再就職の
役員の数
（人）

備　考
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）

1
「やまぐち未来の職業探しハンドブック」
への広告掲載

支出負担行為担当官
山口労働局総務部長
三浦　剛
山口市中河原町６－１６
山口地方合同庁舎３号館

令和3年8月11日
株式会社エフエム山
口
山口市緑町3番31号

2250001000088

本ハンドブックは山口労働局が監修を行い、
㈱エフエム山口が発行を行っている。本契
約はハンドブックへの広告掲載することが目
的となっていることから会計法２９条の３第４
項及び予算決算会計令第１０２条の４第３号
に該当するため。

1,210,000 1,210,000 100.00% 0 適切 適切

2
雇用保険失業給付関係印刷物の作成
一式

支出負担行為担当官
山口労働局総務部長
三浦　剛
山口市中河原町６－１６
山口地方合同庁舎３号館

令和3年8月20日

有限会社いづみプリ
ンティング
山口市旭通り2丁目6
－47

9250002000147
会計法第２９条の３第５項及び予
決令第９９条第２号 1,283,612 1,017,500 79.27% 0 適切 適切

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

※　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とされていたが移行してい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を超えるものにあっては、「再委託」。

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）


