
公共調達審査会活動状況報告書 
                   （部局名） 宮城労働局   

１ 開催日         平成３１年１月３０日（水）  
 
２ 委員の氏名及び役職等  委員長   大町 恭    労働保険徴収課長  
              委 員   佐々木 和也  労災補償課長    
              委 員   立花 真寿   需給調整事業課長  
３ 審査対象期間      平成３０年５月１日～平成３０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                   ２件  
・ 審議件数                     ２件  

     うち、低入札価格調査の対象となったもの    １件  
②  随意契約によるもの 
・ 審査対象件数                   １件  

      ・ 審議件数                     １件  
（２） 物品・役務等 

①  競争入札によるもの 
・ 審査対象件数                  １５件  
・ 審議件数                    １０件  

うち、契約金額が５００万円以上のもの         ５件  
うち、参加者が一者しかいないもの           １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、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 審査案件の抽出方法      
平成３０年５月１日～平成３０年１２月３１日の審査対象期間に契約した対象案

件の中から、以下の基準により抽出された。 
 １ 公共工事は、 

低入札価格調査案件は全て。それ以外のものは特に審議を必要と判断した 

もの。  
 ２ 物品・役務等は、 
  ① 契約金額が５００万円以上のもの全件。５００万円未満のものは特に       

審議を要すると判断したもの。 
  ② 競争入札・公募等による場合の参加者（応募者）が一者しかないもの。 
   

 
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 
      

全ての審査案件について「所見なし」とする。 
 
 

 



【別紙様式１】

【審議対象期間　　平成３０年５月１日　　～　平成３０年１２月３１日】 部局　宮城労働局

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
競争入札の別（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
気仙沼公共職業安定所仮庁舎
解体工事

支出負担行為担当官宮城労
働局総務部長　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成30年5月24日
東北黒沢建設工業株式会社

仙台市若林区卸町4-28
237000100640 一般競争入札 34,164,329円 15,965,640円 46.73% 入札数　　　1者

審議対象

所見なし

2
仙台労働基準監督署認定室等
既存壁解体及びパーテーショ
ン設置工事

支出負担行為担当官宮城労
働局総務部長　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成30年12月10日
東北共栄建設株式会社

仙台市青葉区上杉2-2-47
637000101125 一般競争入札 4,428,000円 4,212,000円 95.12% 入札数　　　1者

審議対象

所見なし

公共調達審査会

審議対象一覧及び審議結果

【競争入札　公共工事】　　　　



【別紙様式２】

【審議対象期間　　平成３０年５月１日　　～　平成３０年１２月３１日】 部局　宮城労働局

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
役人
の数
(人）

備考
公共調達審査会審
議結果状況(所見）

1
石巻地方合同庁舎トイレ改修
工事（１F,２F)

支出負担行為担当官宮城労
働局総務部長　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成30年11月27日
山下設備工業株式会社

石巻市中里6-15-18
2370301001352

会計法第29条の3第5項
予決令第99条の2
落札者が無かったため。

8,529,840円 6,850,440円 80.31%

審議対象

所見なし

公共調達審査会

審議対象一覧及び審議結果

【随意契約　公共工事】　　　　



【別紙様式３】

【審議対象期間　　平成３０年５月１日　　～　平成３０年１２月３１日】 部局　宮城労働局

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
競争入札の別（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
気仙沼公共職業安定所におけ
る移転業務委託契約

支出負担行為担当官宮城労
働局総務部長　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成30年5月21日
株式会社赤井沢

仙台市太白区長町5-3-3
1370001001430 一般競争入札 3,711,744円 2,028,240円 54.64% 応札数　　　4者

審議対象

所見なし

2
官用車の車検整備及び12か月
点検業務委託契約

支出負担行為担当官宮城労
働局総務部長　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成30年5月29日

株式会社ホンダカーズ宮城
北

石巻市大街道北2-1-15

3670301001126 一般競争入札 2,940,513円 2,428,804円 82.60%
応札数　　　2者

単価契約

3
一般定期健康診断及びＶＤＴ健
診委託契約

支出負担行為担当官宮城労
働局総務部長　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成30年6月1日

一般財団法人宮城県成人病
予防協会

仙台市泉区本田町8-26

6370005000333 一般競争入札 9,648,558円 7,711,686円 79.93%

応札数　　　2者
単価契約
基本検査@1900
血液検査@3480 等

審議対象

所見なし

4
平成30年度「36協定未提出事
業場に対する相談支援事業」

支出負担行為担当官宮城労
働局総務部長　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成30年7月2日

アデコ株式会社

東京都千代田区霞が関3-7-
1　霞が関東急ビル

8010401001563
一般競争入札
（総合評価方式）

14,107,118円 11,057,725円 78.38% 応札数　　　5者

審議対象

所見なし

5
「雇用保険の失業等給付受給
資格者のしおり」外3種の印刷
物製作

支出負担行為担当官宮城労
働局総務部長　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成30年8月1日

新日本法規出版株式会社

愛知県名古屋市中区栄1-
23-20

5180001036822 一般競争入札 1,898,889円 1,361,210円 71.68% 応札数　　　4者

6
若年層を中心とした求職開拓
事業に係る委託契約

支出負担行為担当官宮城労
働局総務部長　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成30年9月3日

株式会社ＪＣ－２１教育セン
ター

仙台市青葉区花京院1-3-1

9370001008724
一般競争入札
（総合評価方式）

7,504,000円 4,130,892円 55.05% 応札数　　　3者

7
平成30年度マザーズハロー
ワーク等における短期パソコン
セミナー業務委託契約

支出負担行為担当官宮城労
働局総務部長　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成30年9月28日
株式会社ＪＭＴＣ

登米市迫町佐沼字沼向10-1
1370401000486 一般競争入札 3,727,080円 3,307,824円 88.75% 応札数　　　3者

審議対象

所見なし

8
平成30年度胃がん健診単価契
約

支出負担行為担当官宮城労
働局総務部長　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成30年10月22日

一般財団法人宮城県予防医
学協会

仙台市青葉区貝ケ森4-3-1

7370005000349 一般競争入札 1,190,052円 1,087,992円 91.42%

応札数　　　3者
単価契約
単価@3358

9
ケアプラザ富谷音響設備の更
新

支出負担行為担当官宮城労
働局総務部長　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成30年11月1日

フジ電子興業株式会社

仙台市太白区鈎取本町1-6-
1

6370001002168 一般競争入札 8,981,736円 5,918,400円 65.89% 応札者　　　2者

審議対象

所見なし

10
宮城労災特別介護施設（ケア
プラザ富谷）における機械浴槽
の更新

支出負担行為担当官宮城労
働局総務部長　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成30年11月8日
株式会社シバタインテック

仙台市若林区卸町2-11-3
2370001003186 一般競争入札 13,438,224円 13,392,000円 99.66% 応札者　　　1者

審議対象

所見なし

公共調達審査会

審議対象一覧及び審議結果

【競争入札　物品役務等】　　　　



【別紙様式３】

【審議対象期間　　平成３０年５月１日　　～　平成３０年１２月３１日】 部局　宮城労働局

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
競争入札の別（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

【競争入札　物品役務等】　　　　

11 宮城労働局電話設備の更新
支出負担行為担当官宮城労
働局総務部長　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成30年11月9日
日東通信株式会社

仙台市青葉区堤町3-1-15
4370001009693 一般競争入札 9,050,544円 5,778,000円 63.84% 応札者　　　3者

審議対象

所見なし

12
宮城障害者職業能力開発校で
使用する両袖机ほか備品の購
入

支出負担行為担当官宮城労
働局総務部長　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成30年11月12日
株式会社太陽事務機

仙台市宮城野区高砂1-10-2
1370001005489 一般競争入札 1,273,675円 712,800円 55.96% 応札数　　　6者

審議対象

所見なし

13
宮城障害者職業能力開発校で
使用するノートパソコン及び
レーザープリンターの購入

支出負担行為担当官宮城労
働局総務部長　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成30年11月13日
株式会社赤井沢

仙台市太白区長町5-3-3
1370001001430 一般競争入札 1,576,604円 1,341,900円 85.11% 応札数　　　3者

14
石巻労働基準監督署における
官用車の購入

支出負担行為担当官宮城労
働局総務部長　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成30年12月18日

宮城三菱自動車販売株式会
社

仙台市宮城野区日の出町1-
5-36

2370001006560
一般競争入札
（総合評価方式）

1,568,083円 1,311,990円 90.05% 応札者　　　1者

審議対象

所見なし

15
デジタル複合機の調達、設置
及び保守契約

支出負担行為担当官宮城労
働局総務部長　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成30年12月27日
株式会社赤井沢

仙台市太白区長町5-3-3
1370001001430 一般競争入札 3,731,540円 2,984,904円 79.99% 応札者　　　5者

審議対象

所見なし



【別紙様式４】

【審議対象期間　　平成３０年５月１日　　～　平成３０年１２月３１日】 部局　宮城労働局

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
役人
の数
(人）

備考
公共調達審査会審
議結果状況(所見）

1 該当なし

2

3

4

5

6

7

8

9

10

公共調達審査会

審議対象一覧及び審議結果

【随意契約　物品役務等】　　　　


