
令和２年度第２回公共調達審査会活動状況報告書 

 

山 梨 労 働 局 

 

１ 開催日 

  令和３年２月１５日（月） 

 

２ 委員の氏名及び役職等 

  田村 裕之 山梨労働局労働基準部長（委員長） 

  林  未央 山梨労働局雇用環境・均等室長 

  小池 俊廣 山梨労働局労働基準部労災補償課長 

  山田 一典 山梨労働局職業安定部職業安定課長 

 

３  審査対象期間 

    令和２年７月１日 ～ 令和２年１２月３１日 

 

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 

 

  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   ５件 

   ・ 審 議 件 数         ５件 

      うち、契約金額が５００万円以上のもの          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、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   ５件 

   ・ 審 議 件 数         ５件 

うち、契約金額が５００万円以上のもの          １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 

             ４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 

          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、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 

審査対象案件の全て（１０件）を審査対象とした。 

 

６ 審議結果 

不適切等と判断した件数  ０件 

結果内容及び措置状況     審議の結果、不適切とは判断しない 



〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

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）

※　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」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

山梨労働局　　　　　　　　令和　２　年　７　月　１　日　～　令和　２　　年　１２　月　３１　日

様式１

該当なし



〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名

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）

※　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」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

山梨労働局　　　　　　　　令和　２　年　７　月　１　日　～　令和　２　　年　１２　月　３１　日

様式２

該当なし



〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

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）

1
令和２年度山梨労働局外１０庁
舎特別清掃業務委託

支出負担行為担当官
山梨労働局総務部長
今井　修司
甲府市丸の内1-1-11

令和2年9月15日

関東トータルサービス有限
会社
山梨県甲府市国玉町996-
2

1090002011176 一般競争入札 1,873,317 1,309,000 69.9% 3者 所見なし

2
山梨労働局外１０施設アクリル
パーテーション購入

支出負担行為担当官
山梨労働局総務部長
今井　修司
甲府市丸の内1-1-11

令和2年10月15日
株式会社小林事務機
山梨県笛吹市石和町今井
185-2

5090001006000 一般競争入札 3,208,370 2,511,960 78.3% 4者 所見なし

3
令和２～６年度山梨労働局業務
用自動車賃貸借業務

支出負担行為担当官
山梨労働局総務部長
今井　修司
甲府市丸の内1-1-11

令和2年10月15日

株式会社トヨタレンタリース
山梨
山梨県甲府市徳行4-14-
15

5090001001538
一般競争入札（総
合評価落札方式）

8,133,840 6,864,066 84.4% 1者 所見なし

4
就職氷河期世代活躍支援都道
府県プラットフォームを活用した
支援

支出負担行為担当官
山梨労働局総務部長
今井　修司
甲府市丸の内1-1-11

令和2年11月1日

ヒューコムエンジニアリング
株式会社
山梨県中巨摩郡昭和町河
西1232-1

3090001005020
一般競争入札（総
合評価落札方式）

4,903,800 2,190,100 44.7% 3者 所見なし

5
敷島宿舎土地外２件に係る土地
履歴調査業務（土壌汚染）

支出負担行為担当官
山梨労働局総務部長
今井　修司
甲府市丸の内1-1-11

令和2年12月25日
東レテクノ株式会社
滋賀県大津市園山1-1-1

9160001001386 一般競争入札 2,124,131 837,100 39.4% 3者 所見なし

※　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」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

山梨労働局　　　　　　　　令和　２　年　７　月　１　日　～　令和　２　　年　１２　月　３１　日

様式３



〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名

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）

1

新型コロナウイルス感染症の影
響による雇用調整助成金申請相
談員増員に伴う体制整備に係る
什器等購入

支出負担行為担当官
山梨労働局総務部長
今井　修司
甲府市丸の内1-1-11

令和2年7月1日
株式会社金峰商会
山梨県甲府市丸の内3-32-1

5090001000515

多数の申請がなされている雇用調整助成金を短期間で処理でき
るように雇用調整助成金センターを早急に設置するため、納期が
短い中で確実に履行できる業者を選定する必要があり、競争に付
することができなかったもの。（会計法第29条の3及び予決令第
102条の4第3項）

6,051,947 6,017,000 99.4% 0 新規 所見なし

2

新型コロナウイルス感染症の影
響による雇用調整助成金申請相
談員増員に伴う体制整備に係る
複合機購入設置及び保守契約

支出負担行為担当官
山梨労働局総務部長
今井　修司
甲府市丸の内1-1-11

令和2年7月6日
株式会社小林事務機
山梨県笛吹市石和町今井185-2

5090001006000

多数の申請がなされている雇用調整助成金を短期間で処理でき
るように雇用調整助成金センターを早急に設置するため、納期が
短い中で確実に履行できる業者を選定する必要があり、競争に付
することができなかったもの。（会計法第29条の3及び予決令第
102条の4第3項）

1,840,245 1,750,265 95.1% 0 新規 所見なし

3

新型コロナウイルス感染症の影
響による雇用調整助成金申請相
談員増員に伴う体制整備に係る
パソコン等購入設置

支出負担行為担当官
山梨労働局総務部長
今井　修司
甲府市丸の内1-1-11

令和2年7月10日
株式会社三機堂
山梨県甲府市上石田4-11-8

7090001000892

雇用調整助成金センターの体制整備のためにパソコン等の購入
が必要となったが、予定価格が予決令第99条第3号に定める価格
の範囲内であったため随意契約としたもの。（会計法第29条の3第
5項及び予決令第99条第3号）

1,304,722 1,194,177 91.5% 0 新規 所見なし

4 無線ＬＡＮ機器購入及び設置

支出負担行為担当官
山梨労働局総務部長
今井　修司
甲府市丸の内1-1-11

令和2年10月26日
株式会社ＮＴＴ東日本－南関東
山梨県甲府市青沼1-12-13

1011101056945

導入する方式はＮＴＴ東日本のみが提供するサービスであり一般
競争入札に付しても同社以外の参加ができないこと、予定価格が
予決令第99条第3号に定める価格の範囲内であることから随意契
約としたもの。（会計法第29条の3第5項及び予決令第99条第3号）

1,270,610 1,270,610 100.0% 0 新規 所見なし

5 非接触式検知器の購入

支出負担行為担当官
山梨労働局総務部長
今井　修司
甲府市丸の内1-1-11

令和2年11月20日
株式会社金峰商会
山梨県甲府市丸の内3-32-1

5090001000515
予定価格が予決令第99条第3号に定める価格の範囲内であった
ため随意契約としたもの。（会計法第29条の3第5項及び予決令第
99条第3号）

1,159,557 1,070,300 92.3% 0 所見なし

※　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」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

山梨労働局　　　　　　　　令和　２　年　７　月　１　日　～　令和　２　　年　１２　月　３１　日

様式４


