
                                                     別紙１    

愛媛労働局公共調達審査会活動状況報告書 

 

 

愛 媛 労 働 局 

 

１ 開催日 

  平成２６年１０月２日（木） 

 

２ 委員の氏名及び役職等 

  神戸  崇 労働基準部長 

  三浦 淳一 職業安定部長 

  山田  泉 雇用均等室長 

 

３ 審査対象期間 

   平成２６年１月１日～平成２６年８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 

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  ２８ 件 

・審議件数     ２８ 件 

うち、契約金額が５００万円以上のもの        ７ 件 

うち、参加者が一者しかいないもの          ７ 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  ２４ 件 

・審議件数     ２４ 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   ５ 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  ７ 件 

   うち、契約の相手方が独立行政法人となったもの  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 審議案件の抽出方法 

  審査対象全件 

 

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、審議を行った際の書類も併せて提

出すること。）                    所見なし 

    



様式１

〔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）

#N/A
愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

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２６年１月１日～平成２６年８月３１日 愛媛労働局



様式２

〔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）

#N/A
愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

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２６年１月１日～平成２６年８月３１日 愛媛労働局



様式３

〔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）

平成26年度雇用保険業務用紙
印刷契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３

平成26年2月3日
川北印刷株式会社
高知県南国市大埇甲
1725－10

一般競争入札 5,000,701 3,402,000 68.03
4者

所見なし

ノートパソコン購入契約
愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地４

平成26年2月20日
アカマツ株式会社
愛媛県松山市福音寺
町235－1

一般競争入札 5,788,692 3,839,272 66.32
6者

所見なし

官用車購入一式（愛媛労働局
分）

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地５

平成26年2月20日

愛媛日産自動車株式
会社
愛媛県松山市宮西2－
8－27

総合評価落札方
式による競争

1,419,472 1,213,329 85.48
2者

所見なし

非常用備品購入契約
愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地６

平成26年2月24日

北四国事務器株式会
社
愛媛県松山市空港通5
－10－6

一般競争入札 2,955,040 1,815,655 61.44
6者

所見なし

平成26年度上半期分業務用封
筒印刷契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地７

平成26年2月26日

株式会社四国総合印
刷
愛媛県松山市今在家4
－15－19

一般競争入札 1,339,516 684,495 51.10
3者

所見なし

四国中央公共職業安定所事務
室ＯＡフロア用タイルカーペット購
入及び設置契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地８

平成26年3月7日

北四国事務器株式会
社
愛媛県松山市空港通5
－10－6

一般競争入札 1,876,875 1,837,500 97.90
3者

所見なし

平成26年度　電子複写機等に係
る保守契約（コニカミノルタ製）

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地９

平成26年4月1日
アカマツ株式会社
愛媛県松山市福音寺
町２３５番地の１

一般競争入札 7,204,318 7,204,318 100.00
1者
単価契
約

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・役務等）

平成２６年１月１日～平成２６年８月３１日 愛媛労働局



様式３

〔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）

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２６年１月１日～平成２６年８月３１日 愛媛労働局

平成26年度　自家用電気工作物
の保安管理業務に関する委託契
約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地１０

平成26年4月1日

一般財団法人　四国電
気保安協会
香川県高松市福岡町３
－３１－１５

一般競争入札 1,241,775 984,960 79.32
1者

所見なし

平成26年度 就職支援セミナーの
実施運営に伴う業務委託契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地１２

平成26年4月1日

一般社団法人　日本産
業カウンセラー協会四
国支部
愛媛県松山市味酒町１
－３　四国ガス第３ビル
７階

一般競争入札 8,711,984 4,644,000 53.31
3者

所見なし

平成26年度　庁舎清掃業務委託
契約（宇和島公共職業安定所及
び宇和島労働基準監督署）

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地１３

平成26年4月1日
株式会社上田
愛媛県宇和島市天神
町4番３３号

一般競争入札 1,004,759 540,000 53.74
2者

所見なし

平成26年度　電子複写機等に係
る保守契約（京セラ製）

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地１８

平成26年4月1日
株式会社中予事務機
愛媛県松山市千舟町７
丁目８－４

一般競争入札 1,170,453 1,170,453 100.00
1者
単価契
約

所見なし

平成26年度 ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ用消耗
品類購入契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地１９

平成26年4月1日

北四国事務器株式会
社
愛媛県松山市空港通５
－１０－６

一般競争入札 2,394,316 1,853,031 77.39
1者
単価契
約

所見なし

平成26年度　電子複写機等に係
る保守契約（リコー製）

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地２０

平成26年4月1日

北四国事務器株式会
社
愛媛県松山市空港通５
－１０－６

一般競争入札 1,145,129 1,145,129 100.00
1者
単価契
約

所見なし

定期健康診断及びＶＤＴ健康診
断等に係る委託契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地２１

平成26年4月1日

公益財団法人　愛媛県
総合保健協会
愛媛県松山市味酒町１
－１０－５

一般競争入札 6,568,820 4,317,300 65.72
2者
単価契
約

所見なし



様式３

〔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）

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２６年１月１日～平成２６年８月３１日 愛媛労働局

平成26年度 宅配便運送業務委
託契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地２２

平成26年4月1日
佐川急便株式会社
香川県高松市朝日町４
－１０－２２

一般競争入札 1,854,576 973,760 52.51
3者
単価契
約

所見なし

労働基準監督署及び公共職業
安定所庁舎機械警備業務委託
契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地２４

平成26年4月1日
セコム株式会社
東京都渋谷区神宮前１
－５－１

一般競争入札 5,874,336 5,010,336 85.29
2者

所見なし

平成26年度  印刷機等に係る各
種消耗品類売買契約（デュプロ
製）

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地２６

平成26年4月1日
デュプロ株式会社
香川県高松市春日町１
６１－６

一般競争入札 1,607,904 1,478,844 91.97
1者
単価契
約

所見なし

平成26年度 文房具等事務用品
売買契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地２７

平成26年4月1日
トリイ文具
愛媛県松山市木屋町２
－７－１９

一般競争入札 9,302,163 7,504,488 80.67
4者
単価契
約

所見なし

松山労働総合庁舎への交通誘
導及び駐車場・駐輪場整理業務
委託契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地２８

平成26年4月1日
フジガード株式会社
香川県高松市田村町４
５２－５

一般競争入札 13,386,816 8,463,312 63.22
3者

所見なし

平成26年度　庁舎清掃業務委託
契約（八幡浜公共職業安定所及
び八幡浜労働基準監督署）

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地２９

平成26年4月1日
毎日美装株式会社
大阪府大阪市福島区
鷺洲３－７－２３

一般競争入札 1,328,173 702,000 52.85
2者

所見なし

平成26年度 官用車ガソリン等売
買契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３１

平成26年4月1日
三原産業株式会社
愛媛県宇和島市寿町２
－９－１２

一般競争入札 4,945,538 4,522,901 91.45
1者
単価契
約

所見なし



様式３

〔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）

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２６年１月１日～平成２６年８月３１日 愛媛労働局

平成26年度庁舎清掃業務委託
契約（松山労働総合庁舎及びハ
ローワークプラザ松山）

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３２

平成26年4月1日

有限会社セイコービル
サービス
愛媛県松山市北藤原
町１番地１８

一般競争入札 6,555,384 3,801,600 57.99
5者

所見なし

平成26年度 日用品等売買契約
愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３３

平成26年4月1日
有限会社デザール
愛媛県松山市天山３丁
目２番２４号

一般競争入札 1,193,790 806,738 67.58
3者
単価契
約

所見なし

平成26年度 松山労働総合庁舎
ほか６施設で使用する電気の調
達契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３４

平成26年4月1日
株式会社エネット
東京都港区芝公園２－
６－３

一般競争入札 12,629,146 11,656,413 92.30
2者
単価契
約

所見なし

平成26年度  コピー用紙等売買
契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３５

平成26年4月1日
株式会社大空洋紙店
大分県大分市豊海５－
３－１４

一般競争入札 8,736,017 7,555,661 86.49
5者
単価契
約

所見なし

松山労働総合庁舎設備管理業
務委託契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３６

平成26年4月1日

株式会社日立ビルシス
テム四国支社
香川県高松市寿町１－
３－２

一般競争入札 9,866,577 9,590,400 97.20
2者

所見なし

「労災保険診療のてびき」印刷契
約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３７

平成26年7月9日

平和印刷工業株式会
社
愛媛県松山市福音寺
町７２８

一般競争入札 1,836,913 745,200 40.57
5者

所見なし

平成２６年度版「雇用保険の失業
等給付受給資格者のしおり（第２
版）」印刷契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３８

平成26年8月19日

平和印刷工業株式会
社
愛媛県松山市福音寺
町７２８

一般競争入札 1,236,819 907,200 73.35
4者

所見なし



様式４

〔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）

平成26年度 精神障害者等雇用
促進モデル事業委託契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３

平成26年4月1日

アビリティセンター株式
会社
愛媛県新居浜坂井町２
－３－１７

会計法第２９条の３第４項（企画競争）

障害者雇用の現状や方針を踏まえ、創意

工夫により精神障害者等の雇用・定着の

ためのノウハウを構築するため。

4,989,600 4,821,120 96.62 0
1者

所見なし

平成26年度 精神障害者等雇用
促進モデル事業委託契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地１０

平成26年4月1日

日本食研スマイルパー
トナーズ株式会社
愛媛県今治市富田新
港１丁目３番地

会計法第２９条の３第４項（企画競争）
障害者雇用の現状や方針を踏まえ、
創意工夫により精神障害者等の雇
用・定着のためのノウハウを構築する
ため。

2,091,744 1,832,544 87.61 0
1者

所見なし

平成26年度 生涯現役社会実現
環境整備事業委託契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地１１

平成26年4月1日

一般社団法人　愛媛県
法人会連合会
愛媛県松山市大手町2
丁目5番7号

会計法第２９条の３第４項（企画競争）
職業生活の再設計に係るセミナーの
実施方法や職業生活再設計に係る
相談・援助等地域の特性に応じた具
体的な仕様を示すことが困難である
ため。

6,800,000 6,792,363 99.89 0
3者

所見なし

平成26年度 若年者地域連携事
業委託契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地１２

平成26年4月1日

一般社団法人えひめ
若年人材育成推進機
構
愛媛県松山市湊町３－
４－６

会計法第２９条の３第４項（企画競争）
若年者に対するサービス内容を画一
的に仕様として定められるものではな
く、地域の実情に応じたものとして、
創意工夫の上、企画・実施されること
が必要であるため。

27,244,000 27,244,000 100.00 0
1者

所見なし

平成26年度　今治労働基準監督
署等庁舎敷地賃貸借契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地１３

平成26年4月1日
今治市
愛媛県今治市別宮町１
－４－１

会計法第２９条の３第４項
庁舎敷地に係る賃貸借契約であり、
継続使用が明らかであり競争を許さ
ないため。

3,020,016 3,020,016 100.00 0 所見なし

平成26年度　愛媛県地域共同就
職支援センター事務室等賃貸借
契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地１５

平成26年4月1日

愛媛エフ・エー・ゼット
株式会社
愛媛県松山市大可賀２
－１－２８

会計法第２９条の３第４項
付属施設の事務室に係る賃貸借契
約であり、継続使用が明らかであり競
争を許さないため。

2,831,112 2,831,112 100.00 0 所見なし

平成26年度　専門家派遣・相談
等支援事業（最低賃金総合相談
支援センター）委託契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地１６

平成26年4月1日

愛媛県社会保険労務
士会
愛媛県松山市萱町４－
６－３

会計法第２９条の３第４項（企画競争）
コーディネーター等に必要な経験・能
力、相談に対する指導対応の実施方
法、有効なシンポジウム等の開催実
施等地域の特性に応じた具体的な仕
様を示すことが困難であるため。

9,214,560 9,187,560 99.71 0
1者

所見なし

平成26年度医療労務管理相談
コーナー事業委託契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地１８

平成26年4月1日

愛媛県社会保険労務
士会
愛媛県松山市萱町４－
６－３

会計法第２９条の３第４項（企画競争）
医療労務管理アドバイザー等に必要
な経験・能力、相談に対する指導対
応の実施方法、広報の方法等地域の
特性に応じた具体的な使用を示すこ
とが困難であるため。

4,349,916 4,347,216 99.94 0
1者

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・役務等）

平成２６年１月１日～平成２６年８月３１日 愛媛労働局



様式４

〔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）

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２６年１月１日～平成２６年８月３１日 愛媛労働局

平成26年度　ハローワークプラ
ザ松山事務室等賃貸借契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地２３

平成26年4月1日

協同組合銀天街ショッ
ピングビル
愛媛県愛媛県松山市
湊町３－４－６

会計法第２９条の３第４項
付属施設の事務室に係る賃貸借契
約であり、継続使用が明らかであり競
争を許さないため。

18,792,000 18,792,000 100.00 0 所見なし

平成26年度　障害者就業・生活
支援センター事業委託契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地２４

平成26年4月1日
公益財団法人　正光会
愛媛県宇和島市柿原１
２８０

会計法第２９条の３第４項
障害者の雇用の促進等に関する法
律第２７条により、都道府県知事が指
定した団体に委託するため。

16,820,000 16,820,000 100.00 0 所見なし

平成26年度 シニアワークプログ
ラム地域事業委託契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地２５

平成26年4月1日

公益社団法人　愛媛県
シルバー人材センター
連合会
愛媛県松山市一番町１
－１４－１０

会計法第２９条の３第４項（企画競争）
講習の企画・実施、求人開拓から就
職までのフォロアップ等地域の特性
に応じた具体的な仕様を示すことが
困難であるため。

68,464,000 68,433,117 99.95 0
1者

所見なし

平成26年度給与等システムプロ
グラムの使用許諾及びソフトウェ
アサポート契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地２６

平成26年4月1日

コンピュータ・システム
株式会社
京都府京都市上京区
笹屋町千本西入笹屋4
丁目273番地3

会計法第29条の3第4項（予算決算及び会計令

第102条の4第3号）

当該システムの使用許諾権は、開発業者のみ

に帰属し、他社に使用許諾を認めることはなく、

ソフトウエアの所有権、著作権も当該業者に帰

属していることから他業者が本契約を履行する

のは不可能なため。

1,059,480 1,059,480 100.00 0
1者

所見なし

平成26年度　西条公共職業安定
所庁舎敷地賃貸借契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地２７

平成26年4月1日
西条市
愛媛県西条市明屋敷１
６４

会計法第２９条の３第４項
庁舎敷地に係る賃貸借契約であり、
継続使用が明らかであり競争を許さ
ないため。

1,467,323 1,467,323 100.00 0 所見なし

平成26年度　障害者就業・生活
支援センター事業委託契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地２８

平成26年4月1日

社会福祉法人　愛媛県
社会福祉事業団
愛媛県松山市道後町２
－１２－１１

会計法第２９条の３第４項
障害者の雇用の促進等に関する法
律第２７条により、都道府県知事が指
定した団体に委託するため。

21,048,000 21,048,000 100.00 0 所見なし

平成26年度　障害者就業・生活
支援センター事業委託契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地２９

平成26年4月1日
社会福祉法人　来島会
愛媛県今治市北宝来
町２－２－１２

会計法第２９条の３第４項
障害者の雇用の促進等に関する法
律第２７条により、都道府県知事が指
定した団体に委託するため。

17,001,000 17,001,000 100.00 0 所見なし

平成26年度　障害者就業・生活
支援センター事業委託契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３０

平成26年4月1日
社会福祉法人　澄心
愛媛県四国中央市豊
岡町大町２００５－１

会計法第２９条の３第４項
障害者の雇用の促進等に関する法
律第２７条により、都道府県知事が指
定した団体に委託するため。

12,539,000 12,539,000 100.00 0 所見なし



様式４

〔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）

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２６年１月１日～平成２６年８月３１日 愛媛労働局

平成26年度　障害者就業・生活
支援センター事業委託契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３１

平成26年4月1日
社会福祉法人　弘正会
愛媛県八幡浜市五反
田１番耕地７６番地３

会計法第２９条の３第４項
障害者の雇用の促進等に関する法
律第２７条により、都道府県知事が指
定した団体に委託するため。

16,803,000 16,803,000 100.00 0 所見なし

平成26年度　障害者就業・生活
支援センター事業委託契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３２

平成26年4月1日

社会福祉法人　わかば
会
愛媛県新居浜市船木
甲７４１－１

会計法第２９条の３第４項
障害者の雇用の促進等に関する法
律第２７条により、都道府県知事が指
定した団体に委託するため。

12,568,000 12,568,000 100.00 0 所見なし

日本労働研究雑誌定期購読契
約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３３

平成26年4月1日

独立行政法人労働政
策研究・研修機構
東京都練馬区上石神
井４丁目８番２３号

会計法第２９条の３第４項
他に販売している業者がなく、競争の
余地がない

9,936 9,936 100.00 0 所見なし

平成26年度　ハローワークプラ
ザ今治事務室賃貸借等契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３４

平成26年4月1日

株式会社ＮＴＴ西日本
アセット・プランニング
四国支店
愛媛県松山市山越３丁
目１５－１５

会計法第２９条の３第４項
付属施設の事務室に係る賃貸借契
約であり、継続使用が明らかであり競
争を許さないため。

7,379,256 7,379,256 100.00 0 所見なし

平成26年度　愛媛労働局労災補
償課分室に係る事務室等賃貸借
契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３５

平成26年4月1日
株式会社オワセ
 愛媛県松山市南堀端
５－８

会計法第２９条の３第４項
労災補償課分室に係る賃貸借契約で
あり、継続使用が明らかであり競争を
許さないため。

7,184,016 7,184,016 100.00 0 所見なし

平成26年度　松山労働総合庁舎
に係る民間駐車場賃貸借契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３９

平成26年4月1日
株式会社よんやく
愛媛県伊予郡砥部町
八倉８３

会計法第２９条の３第４項
庁舎利用者のサービス向上に努める
ため、一定数以上の駐車スペースを
確保する必要があり、庁舎近隣を調
査したところ、他に適当な土地がな
かったため。

3,499,200 3,499,200 100.00 0 所見なし

原子力・放射能入門講座受講契
約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３７

平成26年4月24日

独立行政法人日本原
子力研究開発機構　東
海研究開発センター
茨城県那珂郡東海村
白方白根２－４

会計法第２９条の３第４項
厚生労働省から受講推薦依頼があ
り、受講が認められたものであるた
め、競争の余地がない

209,520 209,520 100.00 0 所見なし

就職・自立促進講習（平成26年
度）

愛媛労働局
支出負担行為担当官　菅野博文
松山市若草町４番地３６

平成26年6月18日

特定非営利活動法人
ｅワーク愛媛
愛媛県新居浜市大生
院２１５１－１０－２　東
予産業創造センター内

会計法第２９条の３第４項（企画競争）
生活困窮者に対する支援ノウハウ等
を活用し、就職・自立促進講習を適切
かつ効果的に行うため。

1,941,429 1,940,700 99.96 0
1者
単価契
約

所見なし


