
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２１年１１月３０日（月） 
 
２ 委員の氏名及び役職等  委員長   奥平満男   労災補償課長   
              委員    本田紀子   雇用均等室長   
              委員    伊東幸輝   需給調整事業室長 
３ 審査対象期間      平成２１年４月１日～平成２１年９月３０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                    ２２件  
・ 審議件数                       ５件  

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

②  随意契約によるもの 
・ 審査対象件数                    ４９件  

      ・ 審議件数                      １０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  

        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                 ２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          ３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２１年４月１日～平成２１年９月３０日の審査対象期間に契約したすべて

の案件（物品・役務等の競争入札によるもの２２件、随意契約によるもの４９件）

について、宮城労働局公共調達審査会運営要綱第８条に基づき審議案件を抽出し

た。 
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、審査を行った際の書類も併せて提出すること。） 

      
所見なし 

 



〔競争入札によるもの〕 　　　審査対象期間　　　平成２１年４月１日～平成２１年９月３０日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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
の種別（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査結果（公共工事）

部局名　　宮城労働局



 　　　　　　　　　　　　　　　　　公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

〔随意契約によるもの〕 　　　審査対象期間　　　平成２１年４月１日～平成２１年９月３０日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

番
号
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
（％）

備考
公共調達審査会
審議結果状況
（所見）

　

部局名　　宮城労働局



　  

〔競争入札によるもの〕 　　　審査対象期間　　　平成２１年４月１日～平成２１年９月３０日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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
等の種別（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２１年度上半期雇用保険受
給者に対する就職支援セミナー
委託契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
社団法人中高年齢者雇用福
祉協会
東京都港区新橋５－２２－１０

一般競争入札 ― 8,495,697 ―
入札参加
事業者数：
１

　

2
平成２１年度古川合同庁舎機械
設備保守管理業務

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
同和興業株式会社
仙台市青葉区一番町４－６－
１

一般競争入札 ― 1,953,000 ―
入札参加
事業者数：
３

　

3
平成２１年度石巻公共職業安定
所及び古川公共職業安定所の駐
車場誘導案内業務

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
ワールド警備保障株式会社
仙台市青葉区二日町１７－１８

一般競争入札 ― 13,216,770 ―
入札参加
事業者数：
３

所見なし

4
平成２１年度上半期キャリア交流
プラザ事業に係る就職促進セミ
ナーに係る契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
社団法人中高年齢者雇用福
祉協会
東京都港区新橋５－２２－１０

一般競争入札 ― 1,310,400 ―
入札参加
事業者数：
１

　

5
平成２１年度宮城労働局、各労働
基準監督署及び各公共職業安定
所の庁舎内清掃委託業務

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
同和興業株式会社
仙台市青葉区一番町４－６－
１

一般競争入札 ― 7,631,820 ―
入札参加
事業者数：
４

　

6
平成２１年度宮城労働局ホーム
ページ更新業務委託に係る契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日

株式会社デジタルアウトソーシ
ング
仙台市青葉区上愛子字下北１
７

一般競争入札 ― 831,600 ―
入札参加
事業者数：
２

　

7
平成２１年度石巻合同庁舎内清
掃委託業務

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
同和興業株式会社
仙台市青葉区一番町４－６－
１

一般競争入札 ― 4,895,100 ―
入札参加
事業者数：
３

　

8
平成２１年度古川合同庁舎内清
掃委託業務

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
同和興業株式会社
仙台市青葉区一番町４－６－
１

一般競争入札 ― 2,773,890 ―
入札参加
事業者数：
２

　

9 平成２１年度コピー用紙単価契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
株式会社赤井沢
仙台市太白区長町５丁目３番
３号

一般競争入札 ― 14,373,450 ―
入札参加
事業者数：
８

所見なし

10
平成２１年度一般事務用プリンタ
消耗品単価契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
株式会社デイエスジャパン
仙台市若林区上飯田１丁目７
－３６

一般競争入札 ― 7,957,488 ―
入札参加
事業者数：
９

　

11
平成２１年度求人情報自己検索
装置に係る消耗品単価契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
株式会社セント
仙台市青葉区上杉一丁目１７
番２０号

一般競争入札 ― 9,706,620 ―
入札参加
事業者数：
２

　

12
平成２１年度上半期事務所用品
単価契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日

ニシマキ・オフィスシステム株
式会社
仙台市青葉区上杉一丁目１７
番２０号

一般競争入札 ― 3,419,890 ―
入札参加
事業者数：
１２

 　　　　　　　　　　　　　　　　　公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

部局名　　宮城労働局



　  

〔競争入札によるもの〕 　　　審査対象期間　　　平成２１年４月１日～平成２１年９月３０日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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
等の種別（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）

部局名　　宮城労働局

13
平成２１年度古川労働基準監督
署外９施設における機械警備保
安業務委託契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年5月13日
綜合警備保障株式会社
仙台市青葉区中央４－６－１

一般競争入札 ― 651,000 ―
入札参加
事業者数：
３

14
平成２１年度宮城労働局及び仙
台公共職業安定所業務用封筒単
価契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年5月26日
大場印刷株式会社
山形県山形市立谷川２－４８５
－２

一般競争入札 ― 1,561,822 ―
入札参加
事業者数：
３

15
平成２１年度大河原公共職業安
定所の駐車場誘導業務委託

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年7月1日
ワールド警備保障株式会社
仙台市青葉区二日町１７－１８

一般競争入札 ― 2,504,250 ―
入札参加
事業者数：
３

16

古川公共職業安定所における
「マザーズコーナー」設置におけ
るOAフロア工事及び什器購入設
置業務契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年7月14日
浜田工業株式会社
多賀城市鶴ヶ谷２丁目１５番２
号

一般競争入札 ― 2,536,800 ―
入札参加
事業者数：
４

17

宮城非正規労働者就労支援セン
ター（宮城キャリアアップハロー
ワーク）新設に伴う什器購入、設
置業務契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年8月11日
株式会社赤井沢
仙台市太白区長町５丁目３番
３号

一般競争入札 ― 11,928,000 ―
入札参加
事業者数：
３

物品と労務費を分けた
仕様書で入札を行うこ
と。

18
平成２１年度宮城障害者職業能
力開発校訓練用機械器具購入
（拡大読書等）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年8月27日
株式会社トラストメディカル
仙台市泉区長命ヶ丘３丁目２８
番地の１

一般競争入札 ― 5,106,152 ―
入札参加
事業者数：
３

所見なし

19
平成２１年度宮城障害者職業能
力開発校訓練用機械器具購入
（パーソナルコンピュータ等）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年8月27日
株式会社仙台大気堂
仙台市青葉区木町通１丁目６
番３４号

一般競争入札 ― 1,099,140 ―
入札参加
事業者数：
６

20
平成２１年度労災行政情報管理
システム等の消耗品購入契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年8月27日
株式会社赤井沢
仙台市太白区長町５丁目３番
３号

一般競争入札 ― 2,275,833 ―
入札参加
事業者数：
４

21
モノクロ複写機４台及びデジタル
複写機５台の調達及び保守業務
委託契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年8月28日
株式会社赤井沢
仙台市太白区長町５丁目３番
３号

一般競争入札 ― 5,104,680 ―
入札参加
事業者数：
３

所見なし

22
平成２１年度下半期キャリア交流
プラザ事業に係る就職促進セミ
ナーに係る契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年8月11日
社団法人中高年齢者雇用福
祉協会
東京都港区西新橋２－１１－９

一般競争入札 ― 1,099,350 ―
入札参加
事業者数：
２

  　

　



 　　　　　　　　　　　　　　　　　公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）
 

〔随意契約によるもの〕 　　　審査対象期間　　　平成２１年４月１日～平成２１年９月３０日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

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
（％）

備考
公共調達審査会審
議結果状況（所見）

1
平成２１年度若年者地域連携委
託事業

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
社団法人宮城県雇用支援協
会
仙台市青葉区中央３－２－１

企画競争方式による調達。
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項に該当するため。

― 37,000,000 ―  　

2
平成２１年度インターンシップ受
入企業開拓事業

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
宮城県中小企業団体中央会
仙台市青葉区上杉１－１４－２

企画競争方式による調達。
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項に該当するため。

― 6,053,000 ― 　 　

3
平成２１年度シニアワークプログ
ラム地域事業

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日

社団法人宮城県シルバー人
材
センター連合会
仙台市青葉区本町１－１３－１
９

企画競争方式による調達。
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項に該当するため。

― 44,880,000 ― 　 所見なし

4
平成２１年度「７０歳まで働ける
企業」創出事業

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
宮城県中小企業団体中央会
仙台市青葉区上杉１－１４－２

企画競争方式による調達。
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項に該当するため。

― 10,887,000 ― 　 　

5
平成２１年度地域団塊世代雇用
支援事業

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
社団法人宮城県雇用支援協
会
仙台市青葉区中央３－２－１

企画競争方式による調達。
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項に該当するため。

― 17,489,000 ― 　 　

6
平成２１年度シニア就業支援プ
ログラム事業

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日

社団法人宮城県シルバー人
材センター連合会
仙台市青葉区本町１－１３－１
９

企画競争方式による調達。
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項に該当するため。

― 20,000,000 ― 　 　

7
平成２１年度ジョブクラブ事業に
おけるセミナー等の実施に係る
委託事業

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
社団法人中高年齢者雇用福
祉協会
東京都港区新橋５－２２－１０

企画競争方式による調達。
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項に該当するため。

― 1,271,970 ― 　 　

8
平成２１年度地域林業雇用改善
事業

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
財団法人みやぎ林業活性化
基金
仙台市青葉区上杉２－４－４６

林業労働者の確保に関する法律第１１条に基づき、
知事の指定法人「林業労働力確保支援センター」が
ある場合、随意契約にて実施することとされている
ことから、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３項に該当するため。

― 5,800,000 ― 　 　

9
平成２１年度快適職場形成促進
事業

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
社団法人　宮城労働基準協会
仙台市青葉区一番町２－５－
２２

企画競争方式による調達。
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項に該当するため。

― 7,419,000 ― 　

10
平成２１年度地域産業保健セン
ター事業(塩釜医師会）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
社団法人　宮城県塩釜医師会
塩釜市錦町７－１０

公募方式による調達。
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項に該当するため。

― 11,856,000 ― 　 所見なし

11
平成２１年度地域産業保健セン
ター事業(石巻市医師会）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
社団法人　石巻市医師会
石巻市鋳銭場１－２７

公募方式による調達。
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項に該当するため。

― 7,022,000 ― 　

部局名　　宮城労働局



 　　　　　　　　　　　　　　　　　公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）
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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
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（円）
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（円）
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（％）
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公共調達審査会審
議結果状況（所見）

部局名　　宮城労働局

12
平成２１年度地域産業保健セン
ター事業(大崎市医師会）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
社団法人　大崎市医師会
大崎市古川駅前大通３－３－
１７

公募方式による調達。
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項に該当するため。

― 5,262,000 ― 　

13
平成２１年度地域産業保健セン
ター事業(気仙沼市医師会）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
社団法人気仙沼医師会
気仙沼市四反田９５－４

公募方式による調達。
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項に該当するため。

― 5,262,000 ― 　

14
平成２１年度地域産業保健セン
ター事業(柴田郡医師会）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
社団法人　柴田郡医師会
宮城県柴田郡大河原町字西３
８－１

公募方式による調達。
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項に該当するため。

― 5,262,000 ― 　

15
平成２１年度地域産業保健セン
ター事業(登米市医師会）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
社団法人　登米市医師会
登米市迫町佐沼字天神前３０
－５

公募方式による調達。
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項に該当するため。

― 5,244,000 ― 　

16
平成２１年度障害者就業・生活
支援センター事業（宮城県社会
福祉協議会）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
社会福祉法人　宮城県社会福
祉協議会
仙台市青葉区本町１－２－３

障害者の雇用の促進等に関する法律
第３３条及び、同法施行規則第４条の
１０により、都道府県知事が認め指定
した団体に委託実施することとされて
いるため。

― 23,786,000 ― 　

17
平成２１年度障害者就業・生活
支援センター事業（社会福祉法
人石巻祥心会）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
社会福祉法人石巻祥心会
石巻市蛇田字小斎２４－１

障害者の雇用の促進等に関する法律
第３３条及び、同法施行規則第４条の
１０により、都道府県知事が認め指定
した団体に委託実施することとされて
いるため。

― 11,778,000 ― 　

18
平成２１年度障害者就業・生活
支援センター事業（社会福祉法
人白石陽光園）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
社会福祉法人白石陽光園
白石市東町２丁目２－３３

障害者の雇用の促進等に関する法律
第３３条及び、同法施行規則第４条の
１０により、都道府県知事が認め指定
した団体に委託実施することとされて
いるため。

― 11,778,000 ― 　

19
平成２１年度障害者就業・生活
支援センター事業（社会福祉法
人恵泉会）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
社会福祉法人恵泉会
登米市迫町佐沼字江合３－１
６－２

障害者の雇用の促進等に関する法律
第３３条及び、同法施行規則第４条の
１０により、都道府県知事が認め指定
した団体に委託実施することとされて
いるため。

― 11,610,000 ― 　 所見なし

20
平成２１年度事務室清掃委託契
約（マザーズハローワーク青葉・
ハローワークプラザ青葉）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日

セコムテクノサービス株式会
社
東京都中野区弥生町５－６－
１１

入居ビルの指定業者に限定されてい
ることから、会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３項に該
当するため。

― 1,446,480 ― 　

21
平成２１年度パルコ事務室清掃
委託契約（仙台学生職業セン
ター）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
第一ビル株式会社
仙台市青葉区中央１－２－３

入居ビルの指定業者に限定されてい
ることから、会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３項に該
当するため。

― 1,357,800 ― 　

22
平成２１年度森ビル警備業務委
託契約（仙台安定所）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
東北綜警常駐株式会社
仙台市青葉区小田原６－８－
３６

入居ビルの指定業者に限定されてい
ることから、会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３項に該
当するため。

― 8,064,000 ― 　
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にその所属する部局の名
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契約を締結した日
契約の相手方の商号
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随意契約によることとした会
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（％）
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公共調達審査会審
議結果状況（所見）

部局名　　宮城労働局

23
平成２１年度物品の保管・荷役
及び運搬契約（仙台安定所）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
日本通運株式会社仙台支店
仙台市若林区卸町東２－９－
６

情報保護・秘密保持の観点からセキュ
リティ管理等が完備している業者ガ１
業者に限られ会計法第２９条の３第５
項及び予決令第９９条第８号に該当す
るため。

―

保管料＠
１０，０００
荷役＠１００
集配＠１００

―
単価契約

24
平成２１年度電子複写機保守契
約（リコー製品・局全署所分）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
リコー東北株式会社
仙台市青葉区五橋１－５－３

公募実施の結果、契約の意思表示を
したものであり、会計法第２９条の３第
４項及び予決令第１０２条の４第３項に
該当するため。

―
別紙見積書
のとおり

―
単価契約

所見なし

25
平成２１年度電子複写機保守契
約（キャノン製品・仙台所分）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
株式会社セント
仙台市青葉区上杉１－１７－２

公募実施の結果、契約の意思表示を
したものであり、会計法第２９条の３第
４項及び予決令第１０２条の４第３項に
該当するため。

―
別紙見積書
のとおり

―
単価契約

　

26
平成２１年度石巻合同庁舎中央
監視装置・自動制御装置保守業
務契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日

ジョンソンコントロールズ株式
会社
仙台市宮城野区榴岡４－６－
１

一般競争入札不落で、会計法第２９条
の３第５項及び予決令第９９条の１第２
号に該当するため。

― 1,890,000 ―
応募数
１者

27
平成２１年度パルコ賃借料（仙
台学生職業センター）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
第一ビル株式会社
仙台市青葉区中央１－２－３

賃貸借契約の継続に伴い競争を許さ
ず、会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３項に該当するた
め。

― 17,308,224 ― 　

28
平成２１年度仙台東口ビル賃借
料（宮城キャリア交流プラザ）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
宮城商事株式会社
仙台青葉区中央１－７－４

賃貸借契約の継続に伴い競争を許さ
ず、会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３項に該当するた
め。

― 17,993,268 ― 　

29
平成２１年度塩釜所敷地賃借契
約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
宮城県知事
仙台市青葉区本町３－８－１

庁舎建物の土地を所有しており、賃貸
借契約の継続に伴い競争を許さず、会
計法第２９条の３第４項及び予決令第
１０２条の４第３項に該当するため。

― 1,330,270 ― 　

30
平成２１年度オルタス仙台ビル
賃借料（マザーズハローワーク
青葉・ハローワークプラザ青葉）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
有限会社イマヰビル
仙台市青葉区中央２－１１－１

賃貸借契約の継続に伴い競争を許さ
ず、会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３項に該当するた
め。

― 28,167,684 ― 　 所見なし

31
平成２１年度地下鉄泉中央ビル
賃貸料（ハローワークプラザ泉）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
株式会社ヒューモス
仙台市青葉区中央１－１０－１

賃貸借契約の継続に伴い競争を許さ
ず、会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３項に該当するた
め。

― 12,218,844 ― 　

32
平成２１年度仙台MTビル月極駐
車場賃借料

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
森トラスト株式会社
東京都港区虎ノ門２－３－１７

賃貸借契約の継続に伴い競争を許さ
ず、会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３項に該当するた
め。

― 1,658,460 ― 　

33
平成２１年度仙台MTビル賃借料
(仙台所）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
森トラスト株式会社
東京都港区虎ノ門２－３－１７

賃貸借契約の継続に伴い競争を許さ
ず、会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３項に該当するた
め。

― 193,546,728 ― 　 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）
 

〔随意契約によるもの〕 　　　審査対象期間　　　平成２１年４月１日～平成２１年９月３０日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

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
（％）

備考
公共調達審査会審
議結果状況（所見）

部局名　　宮城労働局

34
平成２１年度石巻所外来駐車場
賃借料

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
個人

来客者用の立地条件を満たす土地が
近隣になく個人が土地を所有してお
り、賃貸借契約の継続に伴い競争を許
さず、会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３項に該当するた
め。

― 1,190,700 ― 　

35
平成２１年度古川合同庁舎敷地
賃貸借契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
大崎市長
大崎市古川七日町１－１

庁舎建物の土地を所有しており、賃貸
借契約の継続に伴い競争を許さず、会
計法第２９条の３第４項及び予決令第
１０２条の４第３項に該当するため。

― 1,976,414 ― 　

36
平成２１年度エクセレントスクエ
ア仙台賃貸料(宮城地域共同就
職支援センター）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
新日本建設株式会社
千葉市美浜区ひび野１丁目４
番３号

賃貸借契約の継続に伴い競争を許さ
ず、会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３項に該当するた
め。

― 7,271,076 ― 　 　

37
平成２１年度古川所外来駐車場
賃借料

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
個人

来客者用の立地条件を満たす土地が
近隣になく個人が土地を所有してお
り、賃貸借契約の継続に伴い競争を許
さず、会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３項に該当するた
め。

― 1,075,200 ― 　

38

平成２１年度宮城労働局給与、
共済、人事等のプログラム使用
許諾及びソフトウエアサポート並
びにハードウエア保守業務契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日

コンピュータ・システム株式会
社
京都市上京区千本通今出川
下ル西入ル

公募方式による調達。
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項に該当するため。

― 2,773,260 ―
応募数
１者

所見なし

39
平成２１年度仙台MTビル清掃料
(仙台所）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
森トラスト株式会社
東京都港区虎ノ門２－３－１７

入居ビルの指定業者に限定されてい
ることから、会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３項に該
当するため。

― 13,870,332 ― 　

40 平成２１年度一般定期健康診断

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年4月1日
（財）宮城県成人病予防協会
仙台市泉区本田町８－２６

公募方式による調達。
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項に該当するため。

―

共通検査2,625
血圧検査4,494
心電図1,417
外

― 単価契約

41
求人情報等印刷用の印刷機で
使用する消耗品（インキ・マス
ター用紙）購入

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年5月7日
株式会社東和商会
仙台市若林区鶴代町１－２０

２５０万円を超えない製造契約であるこ
とから、会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条の１第２項に該当する
ため。

― 1,074,360 ―
応募数
５者

42
平成２１年度労働時間等設定改
善援助事業委託契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年6月9日
社団法人宮城労働基準協会
仙台市青葉区一番町２－５－
２

企画競争方式による調達。
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項に該当するため。

― 5,553,936 ― 　

43
大河原公共職業安定所第３駐
車場賃貸借契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年7月1日
個人

来客者用の立地条件を満たす土地が
近隣になく個人が土地を所有してお
り、賃貸借契約の継続に伴い競争を許
さず、会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３項に該当するた
め。

― 1,026,000 ― 　 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）
 

〔随意契約によるもの〕 　　　審査対象期間　　　平成２１年４月１日～平成２１年９月３０日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

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
（％）

備考
公共調達審査会審
議結果状況（所見）

部局名　　宮城労働局

44
平成２１年度「雇用保険のしお
り」作成

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年7月2日
株式会社東北プリント
仙台市青葉区立町２４番２４号

２５０万円を超えない製造契約であるこ
とから、会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条の１第２項に該当する
ため。

― 1,236,900 ―
応募数
５者

 

45
平成２１年度「再就職と雇用保
険受給資格者のしおり」作成

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年7月2日
株式会社ユーメディア
仙台市若林区土樋１０３番地

２５０万円を超えない製造契約であるこ
とから、会計法第２９条第２項及び予
決令第９９条の１第２項に該当するた
め。

― 1,864,926 ―
応募数
５者

所見なし

46
古川公共職業安定所「マザーズ
コーナー」設置に伴う求人自己
検索装置購入及び設置業務

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年7月16日

シャープシステムプロダクト株
式会社
仙台市若林区卸町東３－１－
２７

２５０万円を超えない製造契約であるこ
とから、会計法第２９条の３第５項及び
予決令第９９条の１第２項に該当する
ため。

― 1,731,450 ―
応募数
１者

47
平成２１年度介護雇用管理改善
推進委託事業

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年7月27日
社会福祉法人　仙台市社会事
業協会
仙台市青葉区葉山町８－１

企画競争方式による調達。
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項に該当するため。

― 4,894,828 ―  

48

宮城非正規労働者就労支援セ
ンター（宮城キャリアアップハ
ローワーク）設置に伴う求人自
己検索装置購入及び設置業務

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年7月28日

シャープシステムプロダクト株
式会社
仙台市若林区卸町東３－１－
２７

緊急の必要による契約であることか
ら、会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３項に該当するた
め。

― 16,893,870 ―
応募数
１者

49
「宮城非正規労働者就労支援セ
ンター」事務室賃貸借契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　 佐々木邦臣
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成21年9月1日
新日本建設株式会社
千葉市美浜区ひび野１－４－
３

賃貸借契約に伴い競争を許さず、会計
法第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３項に該当するため。

― 6,781,698 ― 　 所見なし

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　


