
別紙２

(部局名)

１ 開催日

２ 委員の氏名及び役職等 委員長 西澤 徳泰

委 員 八木澤 智之

委 員 竹本 康朗

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

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 3 件

・審議件数 3 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 2 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 7 件

・審議件数 7 件

0 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

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

2 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。）

所見なし。

うち、直近の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していないもの

案件全てを審査対象とした。

平成２８年１月１日～平成２８年３月３１日契約締結分

公共調達審査会活動状況報告書

中国四国厚生局

平成２８年４月２１日（木）

管理課長

企画調整課長

健康福祉課長



〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

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） 落札率(%) 備 考

公共調達審査会審議結
果状況（所見）

該当なし

③競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。
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）

平成２８年１月１日～平成２８年３月３１日契約締結分 中国四国厚生局

※ 別紙様式１から別紙様式４の備考欄には、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していないものにあっては、「未措置」。



〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名

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）

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）

該当なし

③競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。
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）

平成２８年１月１日～平成２８年３月３１日契約締結分 中国四国厚生局

※ 別紙様式１から別紙様式４の備考欄には、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していないものにあっては、「未措置」。



〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

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

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）

「医薬品・医療機器 申請・審査シス
テム」賃貸借及び保守業務

中国四国厚生局
支出負担行為担当官
中国四国厚生局長
松岡 正樹
広島市中区上八丁堀６－３０

平成28年1月15日

日本ユニシス株式会社
東京都江東区豊洲１丁目１番１
号
JA三井リース株式会社
東京都中央区銀座８丁目１３番
１号

一般競争入札 1,244,907 1,243,512 99.89% 参加者1社 所見なし

災害用備蓄の購入一式

中国四国厚生局
支出負担行為担当官
中国四国厚生局長
松岡 正樹
広島市中区上八丁堀６－３０

平成28年2月15日
株式会社安西事務機
広島市西区楠木町３丁目１０－
１５

一般競争入札 4,880,298 3,063,744 62.78% 参加者2社 所見なし

旧西濃運輸健康保険組合宮島荘地
下埋設物に係る特別管理産業廃棄
物除去等工事

中国四国厚生局
支出負担行為担当官
中国四国厚生局長
松岡 正樹
広島市中区上八丁堀６－３０

平成28年2月22日
株式会社シンテツ
広島県廿日市市木材港北５番
２０号

一般競争入札 1,733,400 1,620,000 93.46% 参加者1社 所見なし

③競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。
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）

平成２８年１月１日～平成２８年３月３１日契約締結分 中国四国厚生局

※ 別紙様式１から別紙様式４の備考欄には、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していないものにあっては、「未措置」。



〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名

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） 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）

医師国家試験会場借上

中国四国厚生局

支出負担行為担当官

中国四国厚生局長

松岡 正樹

広島市中区上八丁堀６－３０

平成28年2月3日

広島県立広島産業会館
指定管理者公益財団法人ひろ
しま産業振興機構
広島市南区比治山本町１２番１
８号

会計法第２９条の３第４項

当該施設の借り上げは、公募を行った結果１

者しか応募が無く、また、当該者について当方

が要求する基準を満たしており、契約の性質

が競争を許さないため。

2,610,890 2,610,890 100.00% － １者 所見なし

看護師国家試験会場借上

中国四国厚生局

支出負担行為担当官

中国四国厚生局長

松岡 正樹

広島市中区上八丁堀６－３０

平成28年2月3日
学校法人常翔学園
東広島市黒瀬学園５５５－３６

会計法第２９条の３第４項

当該施設の借り上げは、公募を行った結果応

募が無く、条件を満たす施設に個別に交渉を

行った結果、当該施設について当方が求める

基準を満たしており、契約の性質が競争を許さ

ないため。

2,289,463 2,289,463 100.00% － 所見なし

看護師国家試験会場借上

中国四国厚生局

支出負担行為担当官

中国四国厚生局長

松岡 正樹

広島市中区上八丁堀６－３０

平成28年2月9日

広島市中小企業会館
指定管理者株式会社オオケン
広島市西区商工センター１－１
４－１

会計法第２９条の３第４項

当該施設の借り上げは、公募を行った結果応

募が無く、条件を満たす施設に個別に交渉を

行った結果、当該施設について当方が求める

基準を満たしており、契約の性質が競争を許さ

ないため。

2,529,580 2,529,580 100.00% － 所見なし

薬剤師国家試験会場借上

中国四国厚生局

支出負担行為担当官

中国四国厚生局長

松岡 正樹

広島市中区上八丁堀６－３０

平成28年2月18日

広島市中小企業会館
指定管理者株式会社オオケン
広島市西区商工センター１－１
４－１

会計法第２９条の３第４項

当該施設の借り上げは、公募を行った結果１

者しか応募が無く、また、当該者について当方

が要求する基準を満たしており、契約の性質

が競争を許さないため。

3,123,980 3,213,980 102.88% － １者 所見なし

中国四国厚生局鉄砲町庁舎レイア
ウト変更工事

中国四国厚生局

支出負担行為担当官

中国四国厚生局長

松岡 正樹

広島市中区上八丁堀６－３０

平成28年3月2日
鹿島建設株式会社
東京都港区元赤坂一丁目３番
１号

会計法第２９条の３第４項

当該工事は、当該庁舎の賃貸借の契約上、当

該者しか対応できず、契約の性質が競争を許

さないため。

2,041,200 2,041,200 100.00% － 新規 所見なし

防災用品購入

中国四国厚生局

支出負担行為担当官

中国四国厚生局長

松岡 正樹

広島市中区上八丁堀６－３０

平成28年3月15日
株式会社安西事務機
広島市西区楠木町３丁目１０－
１５

会計法第２９条の３第５項

予定価格の算出時において、見積もり合わせ

を行った結果、提示された金額が少額随契の

範囲内であったため。

1,593,378 1,498,176 94.03% － 所見なし

診療報酬改定時集団指導配布資料
印刷・製本業務

中国四国厚生局

支出負担行為担当官

中国四国厚生局長

松岡 正樹

広島市中区上八丁堀６－３０

平成28年2月8日
アロー印刷株式会社
山口県下関市卸新町10番地の
3

会計法第２９条の３第５項

予定価格の算出時において、見積もり合わせ

を行った結果、提示された金額が少額随契の

範囲内であったため。

1,307,020 1,261,214 96.50% － 所見なし

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」。

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していないものにあっては、「未措置」。
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」。

※ 別紙様式１から別紙様式４の備考欄には、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。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果 （物品・役務等）

平成２８年１月１日～平成２８年３月３１日契約締結分 中国四国厚生局

③競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。
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」。


