
令和３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４年２月４日（金） 

 

２ 委員の氏名及び役職等 

  安井 雄一 山梨労働局職業安定部長（委員長） 

  上野 由佳 山梨労働局雇用環境・均等室長 

  渡辺 智史 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３年７月１日 ～ 令和３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   ６件 

   ・ 審 議 件 数         ６件 

      うち、契約金額が５００万円以上のもの          ０件 

      うち、契約金額が５００万円以上で、参加者（応札者）が 

      一者しかないもの                    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   ０件 

   ・ 審 議 件 数         ０件 

うち、契約金額が５００万円以上のもの          ０件 

うち、契約金額が５００万円以上で、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、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、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 

審査対象案件の全て（６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     審査の結果、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　3　年　7　月　1　日　～　令和　3　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　3　年　7　月　1　日　～　令和　3　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
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3年7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）

5,914,000 2,546,500 43.1% 1者 所見なし

2
雇用調整助成金センター書庫購
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3年7月27日
株式会社サンエス・オー
山梨県甲府市大里町5291

2090001005632 一般競争入札 1,561,230 547,800 35.1% 6者 所見なし

3 自主点検事業

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3年9月1日
アドコム株式会社
千葉県佐倉市鏑木町
1061-9

1040001112814 一般競争入札 11,015,389 4,356,000 39.5%
3者
低入札

所見なし

4
敷島宿舎土地外2件に係る地下
埋設物掘削調査業務

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3年9月17日
株式会社オオバ
東京都千代田区錦町3-7-
1

9013201001170 一般競争入札 6,273,678 3,597,000 57.3% 1者 所見なし

5
甲府公共職業安定所及び鰍沢
労働基準監督署電話設備一式
改修工事

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3年9月27日
都築電気株式会社
東京都港区新橋6-19-15

9010401054908 一般競争入札 5,857,115 3,588,200 61.3% 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　3　年　7　月　1　日　～　令和　3　年　12　月　31　日

様式３



〔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）

6
令和3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3年10月4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 1,588,341 1,133,000 71.3% 4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」。

様式３

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

　　　　　　　　令和　3　年　7　月　1　日　～　令和　3　年　12　月　31　日 山梨労働局



〔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）

※　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　3　年　7　月　1　日　～　令和　3　年　12　月　31　日

様式４

該当なし


