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県が締結する契約に関する条例の基本理念の実現を図るための取組  

見直し（案）  

 

１ 掲載済みの取組の見直し  

頁  現在の取組  見直し案／検討状況  

２  

【業務委託契約】  

○５  建設関連業務において、当該年度の

一般競争入札に係る発注見込みをホー

ムページで公表することを検討する。  

＜建設技術振興課＞  

 

◆５  建設関連業務において、当該年度の一般競

争入札に係る発注見込みをホームページで公

表する（県土整備部及び農林水産部のみ）。  

 

２  

【業務委託契約】  

○６  建設関連業務において、契約件数、

平均落札率等の契約状況の概要をホー

ムページで公表することを検討する。  

＜建設技術振興課＞  

 

◆６  建設関連業務において、契約件数、平均落

札率等の契約状況の概要をホームページで公

表する（県土整備部及び農林水産部のみ）。  

 

２  

【物品購入】  

○８  契約件数、平均落札率等の契約状況

の概要を、ホームページで公表すること

を検討する。  

＜出納局管理担当＞  

 

◆８  契約状況（支払日、所属名、品名、数量、

金額、契約業者、契約方法区分、契約年月日等）

について、支払月ごとにホームページで公表す

る。  

２  

【物品購入】  

○９  当該年度の一般競争入札に係る発

注見通しに関する事項をホームページ

で公表することを検討する。  

＜出納局管理担当＞  

 

※  他県等を参考に、公表内容等を検討中  

４  

【物品購入】  

○ 37 印刷業務などの製造の請負の入札

において、最低制限価格制度の導入につ

いて検討する。  

＜出納局管理担当＞  

 

※  他県の状況も勘案しつつ、引き続き、最低制

限価格制度の必要性も含め検討中  

５  

【業務委託契約】  

○ 49 建設関連業務において、過去の業務

成績を評価する簡易総合評価落札方式

の実施を検討する（医療局及び企業局を

除く）。  

＜建設技術振興課＞  

 

◆ 49 建設関連業務において、過去の業務成績を

評価する簡易総合評価落札方式を実施する（医

療局及び企業局を除く）。  

６  

【指定管理協定】  

○ 56 指定管理者の候補者の選定に当た

り、環境への配慮など社会的価値の向上

に資する取組等を公募要件とすること

を検討する。  

＜管財課＞  

 

◆ 56 指定管理協定の更新等の際に、施設の機

能、特性、設置目的に応じ、可能なものについ

て、環境への配慮など社会的価値の向上に資す

る取組等を公募要件とすることとする。  

 

６  

【業務委託契約】  

○ 58 庁舎管理業務において、適正な賃金

水準を確保するため、実態調査の実施を

検討する。  

＜管財課＞  

 

◆ 58 庁舎管理業務において、入札時に雇用労働

者の最低賃金額及び過去５年間における賃金

未払が無いことを書面で確認する。  
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頁  現在の取組  見直し案／検討状況  

６  

【指定管理協定】  

○ 59 指定管理業務において、適正な賃金

水準を確保するため、実態調査の実施を

検討する。  

＜管財課＞  

 

◆ 59 指定管理業務において、適正な雇用・労働

条件を確保するため、管理計画や実績報告にお

いて、指定管理者から職員配置計画（報告）書

を提出させ、賃金水準を確認する。  

７  

【業務委託契約】  

○ 61 建設関連業務における競争入札参

加資格登録の審査において、事業者が社

会保険の適用事業所の場合は当該保険

に加入していることを資格要件とする

ことを検討する。  

＜建設技術振興課＞  

 

※  国や他県の状況も勘案しつつ、継続検討中  

   

７  

【業務委託契約】  

○ 62 庁舎管理業務における競争入札参

加資格登録の審査において、事業者が社

会保険の適用事業所である場合は当該

保険に加入していることを資格要件と

することを検討する。  

＜管財課＞  

 

◆ 62 庁舎管理業務において、入札時に雇用労働

者の社会保険制度への加入状況を書面で確認

する。  

７  

【物品購入】  

○ 63 競争入札参加資格登録の審査にお

いて、事業者が社会保険の適用事業所で

ある場合は当該保険に加入しているこ

とを資格要件とすることを検討する。  

＜出納局管理担当＞  

 

※  資格要件とすることの適否を検討するため、

競争入札参加資格者の社会保険の適用状況を

調査中  

７  

【指定管理協定】  

○ 64 指定管理者の候補者の申請資格審

査において、事業者が社会保険の適用事

業所である場合は当該保険に加入して

いることを資格要件とすることを検討

する。  

＜管財課＞  

 

◆ 64 指定管理者の募集の際に、応募者から職員

配置計画書を提出させ、社会保険への加入状況

について確認する。  

８  

【業務委託契約】  

○ 76 庁舎管理業務のうち、複数年契約に

適するものについて、活用の拡大を検討

する。  

＜管財課＞  

 

◆ 76 庁舎管理業務について、契約更新等の際

に、施設の性質等に応じ、複数年契約に適する

ものについて、その活用の拡大を図ることとす

る。  

８  

【指定管理協定】  

○ 77 指定管理に係る協定締結期間につ

いて、施設の性質や業務の態様に応じ、

協定締結期間の拡大を検討する。  

＜管財課＞  

 

◆ 77 指定管理に係る協定締結期間について、施

設の性質や業務の態様に応じ、協定締結期間の

拡大が適当なものについて、その拡大を図るこ

ととする。  

９  

【業務委託契約】  

○ 86 建設関連業務において、簡易総合評

価落札方式では、地域の実情に即した評

価方法を検討する（医療局及び企業局を

除く）。  

＜建設技術振興課＞  

 

◆ 86 建設関連業務において、地域精通度、地域

貢献度を評価する簡易総合評価落札方式を実

施する（医療局及び企業局を除く）。  
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頁  現在の取組  見直し案／検討状況  

９  

【業務委託契約】  

○ 87 庁舎管理業務において、一般競争入

札の地域要件等の設定方法について検

討する。（一部実施済）  

＜管財課＞  

 

◆ 87 庁舎管理業務において、入札参加資格者数

が一定程度確保される業務について、地域要件

を設定する。  

９  

【物品購入】  

○ 91 岩手県再生資源利用認定製品の利

用に配慮することを検討する。  

＜出納局管理担当、資源循環推進課＞  

 

◆ 91 岩手県再生資源利用認定製品の優先的購

入に努める。  

 

９  

【物品購入】  

○ 92 県産品の利用促進に配慮すること

を検討する。  

＜出納局管理担当、産業経済交流課＞  

 

◆ 92 県産品※の利用促進に配慮する。  
 

 ※  原材料の出所は問わず、製品化の最終工程

が岩手県内で施されたもの。食料品製造業、

木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、

銑鉄鋳物製造業、繊維工業における製品に限

る。  

10 

【業務委託契約】  

○ 95 建設関連業務において、簡易総合評

価落札方式では、配置予定技術者の資

格、継続教育の実施を評価することなど

を検討する（医療局及び企業局を除く）。 

＜建設技術振興課＞  

 

◆ 95 建設関連業務において、配置予定技術者の

資格、継続教育の実施を評価する簡易総合評価

落札方式を実施する（医療局及び企業局を除

く）。  

10 

【指定管理協定】  

○ 96 専門性のある職員が必要となる施

設にあっては、指定管理者の候補者の選

定にあたり、その専門性を評価する項目

を検討する。  

＜管財課＞  

 

◆ 96 指定管理者の候補者の選定に当たり、専門

性のある職員が必要となる施設にあっては、当

該職員配置に係る評価項目を設定する。  

 

２ 新たな取組の追加  

基本理念  取組内容 

Ⅰ-３-① 

（適正な賃金水準の確保）  

【共通】 

◆ 56-2 県内事業所における賃金及び労働条件等の実態調査を

平成 28 年度に実施する。  

＜雇用対策・労働室＞ 

Ⅱ-２-② 

（県民の安全・安心な生活

に資する活動） 

【業務委託契約】  

◆102-2 県が排出する産業廃棄物の処理を委託する場合、循環

型地域社会の形成に関する条例に基づく優良な産業廃棄物処

理業者の格付け認定を取得した産業廃棄物処理業者を率先活

用する。  

＜資源循環推進課＞  

Ⅱ-２-④ 

（男女共同参画の推進に配

慮した事業活動）  

【共通】 

○107-2 ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）等を

推進する企業の入札時の評価等を検討する。  

＜若者女性協働推進室、子ども子育て支援課、雇用対策・労働室＞ 

  


