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開催日

委員の氏名及び役職等

審査対象期間

公共調達審査会活動状況報告書
国立障害者リハビリテーションセンター

(部局名)   自 立支援局別府重度障害者センター

平成24年7月9日

委員長 山 下 庄 二 主任生活支援専門職

委 員  東  良 美 看護師長

委 員  西 岡 啓 子 介議員長

委  員

委  員

平成 24年 4月 1日 ～平成 24年 6月 30日 契約締結分

0件

0件

うち、低入札価格の調査の対象となったもの 0件

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

・審議件数

② 随意契約によるもの
口審査対象件数
・審議1年数

(2)物 品 口役務等

① 競 争入札によるもの

,審査対象件数

② 随 意契約によるもの

口審査対象件数
・審議件数

うち、

うち、

うち、

0件

0件

・審議件数                5件

うち、契約金額が500万円以上のもの     2件

うち、参加者が一者 しかいないもの     4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件

2件

2件

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

0件

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

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

11牛

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

物品 '役務等については、 万円以上のものにあつては全て、500万円未滴のものにあっ
ては無作為だが、件数が少ないので全て審議する。

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 (具体的な内容を配載するとともに、審査を行つた際の書類も併せて提出すること。)



公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果 (公共工事)
国立障害者リハヒ

・
リテーションセンター

自立支援局別府重度障害者センター
平成24年 4月 1日～6月 30日 契約締結分

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)

公共調達審査会審議
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)
国壺卸章馨諸旨リハヒ

ド
リテーションセンター

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

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(門)
公共調達審査会審議結

果状況(所見)

24 1日 ～ 6 30日 支援局別府重度障害者センター



公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果 (物品・役務等)
国立障害者リハと

い
リテーションセンター

平 成 24年 4月 1日 ～ 6月 30日 自立支援局別府重度障害者センター

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

一般競争入札寸旨名競
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経
果状況(所見)

ネットワーク機器及び
ノくソコン1呆4手

分任文出負担行為担当官□
立障害者リハヒ

(リ
テ ラ→セル

自立支援局別lrf重度障害者
センタールt務 課長 に木登志

1専
人分県別府市南と園町2組

平成21年 4月 1日

二左商事太陽(株)

別府市大学内籠1393

番地

般競争人IL う、103、00C 5、101,1000 100000 〇(所見なし)

警備業務委託

分に支出負担イi為担当色回
立障害者り′、と

1,■
九サセンタ

自立支授局号IFT重度障害者
せンタ 庄拷課長 仁木登志

博
大分県取1府市南荘同町2組

4わ蛇24午:4月 1日

(株)NIKI(O

大分市王子町アお1号

般競争人IL 4、519、4413 2‐709、000 ○(所見なし)

自動扉保守

分任支||1負担行為ll革官曰
立障害者ザハヒリ十一ブ→センター

自立支援局〕1府重度障害者
t,ター庶務課長 仁ホ登志

停
人分県別府市高性園町r2組

平成24年4月1日

大分ナブコ(株)

大分市大午古国府字
下新田1063番 地2

‐般競争'入IL 1,356,075 8771800 64700 O(所 見なし)

電気供給

分に支出負担行為れ革官回
lヽF章i吉:者サ′ヽしりす―ウ■,セレター

白立支援局別府重度障害者
せウケーサ“務課長 仁木金志

博
大分県別ri市南荘固町2組

平成24年 4月 1日

ナし,11電力(株)
別府営業所

坤1府市館ヶi兵町4番33

一般競争人千L 14,095ェ2513 13,8137,|〕06 9820t ○(所見なし)

エレベータ1呆守

分任支出負す■行為担革官匡
立障害者町セリテーラ]ガ,タ

白立支援局別府重度障害者
ル タ F‐務課長 仁木登志

博
大分県別府市南荘国町2組

ギえ拘蛇24午:4月 1日

三菱電機ビルテクノ
サービス(株)九州支社

福岡市博多区住吉1-
2 - 2 5

一般競争入札 1,854,66t 1,111,20( 76100 O(所 見なし)



公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果 (物品日役務等)
国立障善諸旨リハヒ

・
リテーションセンター

自立支援局別府重度障害者センター
平成24 4月 1日 ～6 30日

物品白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
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)
公共調達審査会審

果状況(所見)

コンピ=才―夕(端末機等)賃貸借

分任支出負fH行為|ユ当官国
立障害者ルヽビリチウ])セ)タ

自立支援局別府重度障害者
!rラター,キ務課長 1こ木登志

博
大分県〕1府市南荘同田T2組

平成24年4月 1日

日通商事 (株)大分文

店

大分市金池町2- 1 1
-1

当該機器を5年間リー

スしている期間中のた
y,、

(会計法第2 9条の3第

4項 )

1,お72,611 1,872,611 〇 (所 見なし)

電子人札システムVPN回 線接続サーヒ
ス

分任支出負担行為担当官
立障 害 者 リハヒけテ ラ]レセンター

白立支援局〕lrF重度障害
センター庄予を課長 仁木登着

博
大分 県別府 市南 荘 国 町 2組

1酎L東芝リース株式会
社

東京gfl品川区大崎3丁

Ⅲ16番6号

公募を実施したが、応
募が1者だったため,
(予算決算及び会計令
第102条 の4第 3号)

〇 (円F見なし)


