
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３０年１月２４日（水）  
 
２ 委員の氏名及び役職等  委員長   佐々木 和也  労災補償課長   
              委 員   渡辺 安子   雇用環境・均等室長  
              委 員    森  洋一   需給調整事業課長 
３ 審査対象期間      平成２９年５月１日～平成２９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                   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                  １５件  
・ 審議件数                    １０件  

うち、契約金額が５００万円以上のもの         １件  
うち、参加者が一者しかいないもの           ２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                   ３件  

      ・ 審議件数                      ３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２９年５月１日～平成２９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、対象案件なし。 
 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。 
なお、以下の意見を付する。 
・随意契約について、客観的に事務処理を行うこと。 

 



【別紙様式３】

【審議対象期間　　平成２９年５月１日　　～　平成２９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

平成２９年度上半期分印刷機
用消耗品の購入（各公共職業
安定所）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29年5月8日 有限会社高石事務機
仙台市若林区沖野3‐25‐10

8370002005473 一般競争入札 2,362,500 2,362,500 100.00% 応札（応募）数　3者

審議対象

所見なし

2

平成29年度医療労務管理支援
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29年6月1日 宮城県社会保険労務士会
仙台市青葉区本町1－9－5

9370005001568 一般競争入札（総合
評価方式）

3,828,507 3,532,982 92.28 応札（応募）数　1者

審議対象

所見なし

3

平成29年度宮城労働局管下監
督署・安定所における官用車
の車検整備及び法定１２ヶ月点
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29年6月9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

237001006560 一般競争入札 2,603,714 2,207,764 84.79 応札（応募）数　1者

審議対象

所見なし

4

年度後半における集中的な就
職面接会開催事業委託契約

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29年6月22日 株式会社日本マンパワー
東京都千代田区神田東松下
町47－1

5010001088731 一般競争入札 6,374,363 4,838,400 75.90 応札（応募）数　3者

5

宮城労働局（職業安定課）にお
ける官用車更新契約

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29年7月11日 ネッツトヨタ宮城株式会社
仙台市宮城野区扇町三丁目
6－25

8370001005722 一般競争入札（総合
評価方式）

1,941,793 1,822,349 93.85 応札（応募）数　2者

審議対象

所見なし

6

「雇用保険の失業等給付受給
資格者のしおり」外４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29年8月1日 新日本法規出版株式会社
名古屋市中区栄1－23－20

5180001036822 一般競争入札 1,941,455 1,398,627 72.04 応札（応募）数　5者

7

平成29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29年9月11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 2,907,497 2,861,892 98.43 応札（応募）数　3者

8

平成29年度下半期分印刷機用
消耗品の購入（各公共職業安
定所）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29年9月19日 有限会社高石事務機
仙台市若林区沖野3丁目25
番10号

8370002005473 一般競争入札 1,276,030 1,271,030 99.61 応札（応募）数　3者

9

気仙沼公共職業安定所仮庁舎
にかかる解体設計業務委託契
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29年9月26日 株式会社氏家建築設計事務
所
仙台市青葉区宮町三丁目9
番27号レゾンテートル201号

8370001007173 一般競争入札 3,348,000 2,916,000 87.10 応札（応募）数　3者

審議対象

所見なし

10

平成29年度胃がん検診単価契
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29年9月28日 一般財団法人宮城県予防医
学協会
仙台市青葉区貝ヶ森４－３－
１

7370005000349 一般競争入札 1,168,344 1,043,280 89.30 応札（応募）数　3者
単価：3,477円

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２９年５月１日　　～　平成２９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

宮城労働局における官用車更
新契約

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29年10月20日 宮城ホンダ販売株式会社
仙台市宮城野区扇町3丁目4
番46号

9370001006554 一般競争入札（総合
評価方式）

2,670,179 2,402,936 89.99 応札（応募）数　4者

審議対象

所見なし

12

仙台公共職業安定所電話設備
更新契約

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29年11月13日 日東通信株式会社
仙台市青葉区堤町三丁目1
番15号

4370001009693 一般競争入札 10,476,000 6,145,200 58.66 応札（応募）数　2者

審議対象

所見なし

13

職業安定部における物品棚購
入契約

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29年11月16日 有限会社高石事務機
仙台市若林区沖野3‐25‐10

8370002005473 一般競争入札 3,969,669 2,192,508 55.23 応札（応募）数　9者

審議対象

所見なし

14

宮城労働局におけるレイアウト
変更業務委託契約

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29年12月15日 株式会社東和商会
仙台市若林区鶴代町1‐20

3370001003697 一般競争入札 6,759,288 2,785,320 41.21 応札（応募）数　5者

審議対象

所見なし

15

瀬峰労働基準監督署における
官用車更新契約

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29年12月19日 株式会社ホンダカーズ宮城
北
石巻市大街道北2‐1‐15

6370301001126 一般競争入札（総合
評価方式）

1,955,720 1,870,706 95.65 応札（応募）数　3者

審議対象

所見なし



【別紙様式４】

【審議対象期間　　平成２９年５月１日　　～　平成２９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

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29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

637005000333 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

9,021,942 7,195,500 79.76 0 不落随契

審議対象

所見なし

2

ＰＲ冊子平成29年度みやぎ
「ユースエール認定企業」「若
者応援宣言企業」の製作

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29年8月23日 株式会社東誠社
仙台市宮城野区岡田西町1-
55

4370001004892 会計法第29条の3第5項
予決令第99条第2項
予定価格が250万円を超
えない製造

1,406,397 777,600 55.29 0 公募
応募数　3者 審議対象

所見なし

3

生涯現役促進地域連携事業 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29年11月1日 東松島市生涯現役促進地域
連携事業推進協議会
東松島市矢本字上河戸36番
地１

会計法第29条の3第4項
予決令第102条の4第3号
生涯現役促進地域連携事
業募集要項に基づき提案さ
れた事業構想の中から、本
事業の趣旨に適うものを選
定するための第三者委員会
にて選定された事業構想を
提案した団体との間で委託
契約する必要があるため

52,674,000 52,674,000 100.00 0 ３ヵ年の国庫債務負担
行為

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　物品役務等】　　　　


