
公共調達監視委員会活動状況報告書 

                   （部局名） 宮城労働局   

１ 開催日         平成２９年７月２６日（水） 

 

２ 委員の氏名及び役職等  委員長   髙木 龍一郎 （東北学院大学 副学長）  

              委 員   門脇  功  （門脇功税理士事務所 税理士）   

              委 員   小野 浩一  （東二番丁通法律事務所 弁護士）   

 

３ 審査対象期間      平成２９年１月１日～平成２９年４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                    ３５件  

・ 審議件数                       ４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         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  

 

②  随意契約によるもの 

・ 審査対象件数                    ３８件  

      ・ 審議件数                       ４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１月１日～平成２９年４月３０日の審査対象期間に契約したすべて

の審査対象案件（物品・役務等の競争入札によるもの３５件、物品・役務等の随意

契約によるもの３８件）について、宮城労働局公共調達監視委員会設置要綱第７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 

全ての審査事案について「所見なし」とする。 

なお以下の意見を付する。 

・役務に係る業務委託契約の競争性を高めるべきである。 

 

 



【審議対象期間　　平成２９年１月１日　　～　平成２９年４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）

公共調達監視委員
会審議結果状況(所

見）

1

該当なし

2

3

4

公共調達監視委員会 【別紙様式１】

審議対象一覧及び審議結果

【競争入札　公共工事】　　　　 部局　宮城労働局



【審議対象期間　　平成２９年１月１日　　～　平成２９年４月３０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）

公共調達監視委員会
審議結果状況(所見）

1

該当なし

2

3

4

公共調達監視委員会 【別紙様式２】

審議対象一覧及び審議結果

【随意契約　公共工事】　　　　



【審議対象期間　　平成２９年１月１日　　～　平成２９年４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）

公共調達監視委員
会審議結果状況(所

見）

1

宮城労働局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
　　　加藤　博人
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29年2月9日 松本事務機　株式会社
仙台市宮城野区幸町2-11-23

2370001006107 一般競争入札 3,186,172 1,454,934 45.70 応札数　6者 所見なし

2

平成29年度地域若者サポート
ステーション事業委託契約（仙
台）

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4月3日 特定非営利活動法人　わたげ
の会
仙台市太白区八本松1-12-12

8370005001833 一般競争入札（総合
評価方式）

31,456,508 25,833,600 82.10 応札数　1者 所見なし 所見なし

3

訓練受講者等に対するジョブ
カード作成支援推進事業契約

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4月3日 株式会社　セントメディア
東京都新宿区３－１－２４

801001061436 一般競争入札（総合
評価方式）

41,239,800 37,789,200 91.60 応札数　2者 所見なし 所見なし

4

平成29年度若年者地域連携事
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4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）

22,077,664 21,500,000 97.40 応札数　1者 所見なし 所見なし

公共調達監視委員会

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】

部局　宮城労働局



【審議対象期間　　平成２９年１月１日　　～　平成２９年４月３０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）

公共調達監視委員会
審議結果状況(所見）

1

「平成２９年度年度更新関係印
刷物」の製作

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

平成29年2月8日 社会福祉法人　共生福祉会
萩の郷福祉工場
仙台市太白区鉤取御堂平38

2370005001459 会計法第29条の3第5項
予決令第99条第3号
予定価格が160万円を超
えない

1,350,442 1,194,480 88.45 0 応募数3者 所見なし

2

事務室清掃業務委託契約（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
　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29年4月3日 新栄不動産ビジネス　株式会
社　東北支店
仙台市青葉区中央１－１０－
１

7011101062153 会計法第29条の3第4項
予決令第102条の4第3号
入居ビルの指定業者に限
定されるため

1,101,600 1,101,600 100.00 0 所見なし

3

事務室清掃業務委託契約（大
河原公共職業安定所）

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4月3日 太平ビルサービス　株式会社
仙南営業所
柴田郡大河原町大谷字町向
１２６－４

2011101012138 会計法第29条の3第4項
予決令第102条の4第3号
入居ビルの指定業者に限
定されるため

1,051,920 1,051,920 100.00 0 所見なし

4

平成２９年度　「障害者就業・生
活支援センター事業」（社会福
祉法人宮城県社会福祉協議
会）LINK

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4月3日 社会福祉法人　宮城県社会
福祉協議会
仙台市青葉区上杉１－２－３

2370005001491 会計法第29条の3第4項
予決令第102条の4第3号
指定法人制度に基づき特
定の相手と契約を結ぶた
め

30,088,000 30,088,000 100.00 0 所見なし 所見なし

公共調達監視委員会

審議対象一覧及び審議結果

【随意契約　物品役務等】　　　　

【別紙様式４】



開催日及び場所 平成29年7月26日 宮城労働局８階会議室

委　　　　　　　員

審議対象期間

審議対象件数

抽出案件件数

事案1

事案2

事案3

事案4

事案5

事案6

宮城労働局　平成２９年度　第１回　公共調達監視委員会審議　議事録　（概要）

委員長 髙　木　龍一郎  (東北学院大学　副学長)
委   員 門　 脇　　   功  （門脇功税理士事務所　税理士）
委   員 小   野　浩  一　（東二番丁通法律事務所　弁護士)

平成２９年１月１日～平成２９年４月３０日

公共工事　競争入札案件　　 ０件

物品・役務競争入札案件4件、物品・役務随意契約案件4件

公共工事　随意契約案件　　 ０件

物品・役務　競争入札案件　３５件

物品・役務　随意契約案件　３８件

契約件名：宮城労働局レイアウト変更業務委託契約
契約相手方：松本事務機　株式会社
契約金額：1,454,934円
契約締結日：平成29年2月9日

契約件名：平成29年度地域若者サポートステーション事業委託契約（仙台）
契約相手方：特定非営利活動法人　わたげの会
契約金額：25,833,600円
契約締結日：平成29年4月3日

契約件名：訓練受講者等に対するジョブカード作成支援推進事業契約
契約相手方：株式会社　セントメディア
契約金額：37,789,200円
契約締結日：平成29年4月3日

契約件名：平成29年度若年者地域連携事業
契約相手方：株式会社　ＪＣ－２１教育センター
契約金額：21,500,000円
契約締結日：平成29年4月3日

契約件名：「平成２９年度年度更新関係印刷物」の製作
契約相手方：社会福祉法人　共生福祉会　萩の郷福祉工場
契約金額：1,194,480円
契約締結日：平成29年2月8日

契約件名：事務室清掃業務委託契約（ハローワークプラザ泉）
契約相手方：新栄不動産ビジネス　株式会社　東北支店
契約金額：1,101,600円
契約締結日：平成29年4月3日



事案7

事案8

意見・質問 回　　　答

下記のとおり 下記のとおり

委員会からの意見の具申、勧告

事案の概要 意見・質問 回　　　答

落札率が47.5％と低いが、予定価格の積
算方法は妥当であったか。

レイアウト変更契約の実績がある業者か
ら徴取した参考見積のうち低廉なものを
予定価格に用いた。本件は競争性が
高かったことから落札率が下がったもの
と思われる。

参考見積の最低価格をそのまま予定価格
とする積算方法に工夫の余地があるように
思う。

今後は過去の実績にとらわれずに検討
したい。

1者応札で競争性が担保されていないよう
に思うが、他に参入業者はいないのか。

入札説明会には4者参加したが参入は1
者のみだった。参入しなかった業者へ聴
取したところ、他事業への参加を検討し
ているため今回は見送るとの回答を得
た。

役務の案件は成果の評価が難しく、事業と
しての質が向上するような評価方法を考える
べきであるが、委託契約書第16条にある検
査の実施とはどのようなことをするのか。

業務完了報告書を提出させた後、会計
諸帳簿類の検査、事業実績の確認、
参加者へのアンケート調査結果の確認
等により履行内容を検査している。

【事案３】
契約件名：訓練受講者等に対するジョ
ブカード作成支援推進事業契約
契約相手方：株式会社　セントメディア
契約金額：37,789,200円
契約締結日：平成29年4月3日

平成27年度から契約業者が同じだが、競
争性を高める工夫はしているのか。

入札説明会の実施や庁舎掲示板・HP
での公告掲載、長期間の公告期間確
保を心がけている。

【事案４】
契約件名：平成29年度若年者地域連
携事業
契約相手方：株式会社　ＪＣ－２１教育
センター
契約金額：21,500,000円
契約締結日：平成29年4月3日

本省通知では公告期間を1か月以上設け
るよう指定しているが、実際13日しか公告し
ていないのはなぜか。

入札実施に係る通達が例年より大幅に
遅れて届いたため、事業開始に間に合
わせるべく公告期間を短くした。

委員からの意見・質問、それに対する
回答等

下記総評記載のとおり

【事案１】
契約件名：宮城労働局レイアウト変更
業務委託契約
契約相手方：松本事務機　株式会社
契約金額：1,454,934円
契約締結日：平成29年2月9日

契約件名：事務室清掃業務委託契約（大河原公共職業安定所）
契約相手方：大平ビルサービス　株式会社　仙南営業所
契約金額：1,051,920円
契約締結日：平成29年4月3日

契約件名：平成29年度「障害者就業・生活支援センター事業」（社会福祉法人宮
城県社会福祉協議会）ＬＩＮＫ
契約相手方：社会福祉法人　宮城県社会福祉協議会
契約金額：30,088,000円
契約締結日：平成29年4月3日

【事案２】
契約件名：平成29年度地域若者サ
ポートステーション事業委託契約（仙
台）
契約相手方：特定非営利活動法人
わたげの会
契約金額：25,833,600円
契約締結日：平成29年4月3日



【事案5】
契約件名：「平成２９年度年度更新関
係印刷物」の製作
契約相手方：社会福祉法人　共生福
祉会　萩の郷福祉工場
契約金額：1,194,480円
契約締結日：平成29年2月8日

原版を持つ業者は参入しやすいだろうが、
落札金額を下げる工夫はしているのか。

公募を実施し、競争性を高める工夫をし
ている。

【事案６】
契約件名：事務室清掃業務委託契約
（ハローワークプラザ泉）
契約相手方：新栄不動産ビジネス　株
式会社　東北支店
契約金額：1,101,600円
契約締結日：平成29年4月3日

賃貸借契約の付随条件として清掃業務も
含めて一括で契約できないのか。

価格交渉の結果や他物件との優位性
を考慮したうえで契約しているが、清掃業
務委託等含めて契約内容を精査してい
きたい。

【事案７】
契約件名：事務室清掃業務委託契約
（大河原公共職業安定所）
契約相手方：太平ビルサービス　株式
会社　仙南営業所
契約金額：1,051,920円
契約締結日：平成29年4月3日

賃貸借契約の付随条件として清掃業務も
含めて一括で契約できないのか。

価格交渉の結果や他物件との優位性
を考慮したうえで契約しているが、清掃業
務委託等含めて契約内容を精査してい
きたい。

委託可能な業者はある程度限定されてい
るのか。

各地域の内情に詳しい業者でないと運
営が厳しいため、数はあまり多くないと思
われる。

予定価格はどのように設定しているのか。 本省から、1人当たりの最大人件費＋
事業実施費を積算の上、指定されてい
る。

総評

議事録署名

委員

全ての審査事案について「所見なし」とする。なお、下記意見を付する。

・役務に係る業務委託契約の競争性を高めるべきである。

【事案８】
契約件名：平成29年度「障害者就業・
生活支援センター事業」（社会福祉法
人　宮城県社会福祉協議会）ＬＩＮＫ
契約相手方：社会福祉法人　宮城県
社会福祉協議会
契約金額：30,088,000円
契約締結日：平成29年4月3日


