
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２４年２月８日（水） 

 

２ 委員の氏名及び役職等  委員長   原田 俊男   雇用均等室長   

              委員    池田 邦彦   労災補償課長   

              委員    菅原  淳   需給調整事業室長 

３ 審査対象期間      平成２３年６月１日～平成２３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                     ３件  

      ・ 審議件数                       ２件  

 

（２） 物品・役務等 

① 競争入札によるもの 

・ 審査対象件数                    ２３件  

・ 審議件数                       ４件  

うち、契約金額が５００万円以上のもの       ２件  

うち、参加者が一者しかいないもの         １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                    １８件  

      ・ 審議件数                       ４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          １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２３年６月１日～平成２３年１２月３１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２３件、公共工事、物品・役務等の

随意契約によるもの２１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２３年６月１日～平成２３年１２月３１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

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



〔随意契約によるもの〕 　　　審査対象期間　　　平成２３年６月１日～平成２３年１２月３１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
（％）

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）

1 仙台MTビル5Ｆ内装改修工事

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

平成23年6月16日
森トラスト・ビルマネジメント株式
会社
東京都港区虎ノ門2－3－17

会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号に基づく。

2,159,850 2,159,850 100.0 -
応募数

1者
所見なし

2
宮城労働局雇用均等室内装改修
工事

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

平成23年6月21日
前田建設工業株式会社東北支店
仙台市青葉区二日町4-11

会計法第29条の3第5項及び予算決算及
び会計令第99条第2号に基づく。

2,265,868 2,100,000 92.7 -
応募数

3者

3
財団法人安全衛生技術試験協会
東北安全衛生技術センター天井
クレーン復旧工事

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

平成23年8月11日
株式会社成田鋼業
仙台市若林区中倉2-24-5

会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号に基づく。

31,272,150 31,131,450 99.6 -
応募数

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　（公共工事）

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２３年６月１日～平成２３年１２月３１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
パーソナルコンピュータ４５台及び
モバイルプリンタ４５台等の調達契
約

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

平成23年6月1日
コセキ株式会社
仙台市青葉区堤通雨宮町２－２６

一般競争入札 6,942,915 4,220,842 60.8
入札参加事

業者数
6者

2
平成２３年度宮城労働局官用車の
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　 黒田　修
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成23年6月7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

一般競争入札 2,884,607 2,661,263 92.3
入札参加事

業者数
1者

3
平成２３年度労働基準行政システ
ム等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　 黒田　修
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成23年6月10日
株式会社赤井沢
仙台市太白区長町５－３－３

一般競争入札 6,432,414

・IPSiO　SPトナー
ブラック　C810　リコー純正

＠14,500
・IPSiO　SP　感光体ドラムユ

ニット
ブラック　C８１０　リコー純正

＠12,700
・IPSi０　SPトナー

ブラック　C７１０　リコー純正
＠9,000

・IPSi０　SPドラムユニット
ブラック　C７１０　リコー純正

＠8,500
外

88.6
入札参加事

業者数
4者

4
各公共職業安定所における什器
等のレンタル及び設置業務契約

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

平成23年6月10日
アコムレンタル株式会社
東京都中央区銀座３－１０－６

一般競争入札 3,203,743 2,899,050 90.5
入札参加事

業者数
2者

所見なし

5
宮城労働局緊急雇用調整助成金
センター新設に伴う備品購入契約

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

平成23年6月27日
株式会社赤井沢
仙台市太白区長町５－３－３

一般競争入札 14,559,917 12,597,900 86.5
入札参加事

業者数
4者

所見なし

6 宮城労働局官用車交換購入契約

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

平成23年6月28日
ネッツトヨタ宮城株式会社
仙台市宮城野区扇町3－6－25

一般競争入札 2,163,880 1,997,450 92.3
入札参加事

業者数
1者

所見なし

7
石巻公共職業安定所外部施設OA
フロア設置業務委託契約

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

平成23年6月28日
株式会社赤井沢
仙台市太白区長町５－３－３

一般競争入札 4,298,369 2,780,190 64.7
入札参加事

業者数
4者

8
石巻公共職業安定所外部施設備
品レンタル契約

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

平成23年7月7日
日建リース工業（株）仙台支店
仙台市青葉区中央３－３－３
三丸ビル７Ｆ

一般競争入札 8,818,352 8,715,000 98.8
入札参加事

業者数
2者

9
求人自己検索機設置台購入及び
設置業務委託契約

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

平成23年8月1日
有限会社マサミコーポレーション
仙台市宮城野区宮千代1－6－5

一般競争入札 1,440,747 941,850 65.4
入札参加事

業者数
1者

10
気仙沼公共職業安定所仮庁舎設
営に伴う備品レンタル契約

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

平成23年8月4日
アコムレンタル株式会社
東京都中央区銀座3－10－6

一般競争入札 4,415,045 2,625,000 59.5
入札参加事

業者数
3者

11
仙台労働基準監督署分官用車交
換購入契約

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

平成23年8月29日
宮城日産自動車株式会社
仙台市宮城野区扇町2－2－5

一般競争入札 1,436,127 1,165,435 81.2
入札参加事

業者数
3者

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２３年６月１日～平成２３年１２月３１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

12
気仙沼公共職業安定所仮庁舎に
おける駐車場誘導案内業務委託
契約

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

平成23年9月1日
アシスト警備保障株式会社
仙台市宮城野区鶴ヶ谷2－8－1

一般競争入札 2,632,833 2,318,400 88.1
入札参加事

業者数
2者

13
東日本大震災に係る労災保険制
度のテレビCM放送枠取得契約

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

平成23年9月13日
株式会社第一エージェンシー
仙台市青葉区本町1－10－21

一般競争入札 9,975,000 7,980,000 80.0
入札参加事

業者数
4者

所見なし

14
宮城労働局職業安定部事務室整
備に伴う備品の移設，調達及びＯ
Ａフロア設置業務委託契約

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

平成23年9月20日
株式会社東和商会
仙台市若林区鶴代町1-20

一般競争入札 6,193,927 6,141,450 99.2
入札参加事

業者数
3者

15
気仙沼公共職業安定所分官用車
購入に係る契約(小型貨物）

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

平成23年9月26日
宮城日産自動車株式会社
仙台市宮城野区扇町2－2－5

一般競争入札 1,492,488 1,017,523 68.2
入札参加事

業者数
2者

16
気仙沼公共職業安定所分官用車
購入に係る契約(乗用車）

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

平成23年9月26日
宮城日産自動車株式会社
仙台市宮城野区扇町2－2－5

一般競争入札 1,409,661 1,152,703 81.8
入札参加事

業者数
2者

17
東日本大震災に伴う「労災補償制
度」及び「未払賃金立替払制度」
に係る広報契約

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

平成23年9月30日
株式会社第一エージェンシー
仙台市青葉区本町1－10－21

一般競争入札 5,982,795 5,487,455 91.7
入札参加事

業者数
5者

18
平成23年度下半期雇用保険受給
者に対する就職支援セミナーに係
る委託契約

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

平成23年10月1日
株式会社ソフトキャンパス
青森県弘前市大字駅前2－3－2

一般競争入札 8,242,566 6,300,000 76.4
入札参加事

業者数
2者

19
求職者支援訓練業務に伴う刻印
機調達契約

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

平成23年11月15日
株式会社東和商会
仙台市若林区鶴代町1-20

一般競争入札 2,385,600 2,367,750 99.3
入札参加事

業者数
2者

20
官用車用スタッドレスタイヤ調達
契約

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

平成23年11月15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

一般競争入札 1,879,876 918,960 48.9
入札参加事

業者数
1者

21
宮城労働局スライド移動書庫修繕
契約

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

平成23年12月1日
株式会社東和商会
仙台市若林区鶴代町1-20

一般競争入札 9,935,831 9,698,661 97.6
入札参加事

業者数
3者

22
古川公共職業安定所分官用車交
換購入に係る契約

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

平成23年12月12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

一般競争入札 1,166,200 995,780 85.4
入札参加事

業者数
1者

23
デジタル複合機の調達、設置及び
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　黒田　修
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

平成23年12月27日
有限会社髙石事務機
仙台市若林区沖野3-25-10

一般競争入札
調達費用  3,652,521
保守費用＠1.77ほか

調達費用  1,768,462
保守費用＠1.05ほか

48.4ほか
入札参加事

業者数
5者



〔随意契約によるもの〕 　　　審査対象期間　　　平成２３年６月１日～平成２３年１２月３１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
（％）

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）

1
気仙沼公共職業安定所仮庁舎敷
地に係る賃貸借契約

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

平成23年6月1日
個人
気仙沼市

会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号に基づく。

1,161,650 1,161,650 100.0 -
応募数

1者

2
気仙沼公共職業安定所仮庁舎敷
地に係る賃貸借契約

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

平成23年6月1日
個人
気仙沼市

会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号に基づく。

1,129,900 1,129,900 100.0 -
応募数

1者

3
宮城労働局助成金コーナー拡張
に係る賃貸借契約

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

平成23年6月1日
新日本建設株式会社
千葉県千葉市美浜区ひび野１－
４－３

会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号に基づく。

11,727,000 11,727,000 100.0 -
応募数

1者
所見なし

4
雇用調整助成金システムの増設
業務

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

平成23年6月1日
シャープシステムプロダクト株式
会社東北支店
仙台市若林区卸町東３－１－２７

会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号に基づく。

1,429,680 1,429,680 100.0 -
応募数

1者

5
平成23年度ふるさとハローワーク
就職支援事業にかかる委託契約

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

平成23年6月16日
東北生産性本部
仙台市青葉区本町２－１６－１２

企画競争方式による調達
会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号に基づく。

19,433,353 19,433,353 100.0 -
応募数

2者

6
ＬＥＤスタンド、ポット、電源タップ
の調達契約

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

平成23年6月29日
株式会社東和商会
仙台市若林区鶴代町1－２０

会計法第29条の3第5項及び予算決算及
び会計令第99条第3号に基づく。

1,431,514 1,280,685 89.5 -
応募数

4者
所見なし

7
気仙沼公共職業安定所仮庁舎建
設工事に伴う監理業務委託契約

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

平成23年6月29日
株式会社氏家建築設計事務所
仙台市青葉区国見２－１２－３

会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号に基づく。

2,520,000 2,520,000 100.0 -
応募数

1者

8
気仙沼公共職業安定所仮庁舎設
営及びレンタル契約

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

平成23年6月29日

三協フロンテア株式会社仙台支
店
仙台市泉区七北田字大沢柏９－
８

会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号に基づく。

81,459,003 81,375,000 99.9 -
応募数

1者
所見なし

9
「再就職と雇用保険受給資格者
のしおり」の作成

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

平成23年7月15日
山形印刷株式会社
山形県山形市桜田東３－７－３１

会計法第29条の3第5項及び予算決算及
び会計令第99条第2号に基づく。

1,677,100 1,256,430 74.9 －
応募数

6者

10 ボイスコール等の調達について

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

平成23年7月19日
株式会社赤井沢
仙台市太白区長町５－３－３

会計法第29条の3第5項及び予算決算及
び会計令第99条第3号に基づく。

1,151,920 1,084,020 94.1 －
応募数

4者

11
石巻労働基準監督署気仙沼臨時
窓口設置に係る賃貸借契約

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

平成23年8月3日
気仙沼商工会議所
気仙沼市八日町2-1-11

会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第4号のニに基づ
く。

1,260,000 1,260,000 100.0 -
応募数

1者

12
モノクロ複合機の調達、設置及び
保守業務委託契約（気仙沼所）

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

平成23年8月8日
株式会社赤井沢
仙台市太白区長町5－3－3

会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第99条第3号に基づく。

1,500,765 1,401,120 93.4 -
応募数

2者

13
東日本大震災に係る労災保険制
度周知用テレビCM制作業務

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

平成23年8月26日
株式会社第一エージェンシー
仙台市青葉区本町1-10-21

会計法第29条の3第5項及び予算決算及
び会計令第99条第2号に基づく。

2,315,250 2,163,000 93.4 -
応募数

2者

14
石巻労働基準監督署気仙沼臨時
窓口に係る什器等の調達

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

平成23年9月16日
株式会社赤井沢
仙台市太白区長町5－3－3

会計法第29条の3第5項及び予算決算及
び会計令第99条第3号に基づく。

1,523,574 1,516,704 99.5 ー
応募数

9者

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



〔随意契約によるもの〕 　　　審査対象期間　　　平成２３年６月１日～平成２３年１２月３１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
（％）

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）

部局名　　宮城労働局

15
モノクロ複合機、ノートパソコン等
の調達及び保守業務委託

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

平成23年11月2日
株式会社赤井沢
仙台市太白区長町5－3－3

会計法第29条の3第5項及び予算決算及
び会計令第99条第3号に基づく。

1,564,605 1,078,980 69.0 ー
応募数

4者

16
「雇用保険事務手続きの手引き」
の製作

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

平成23年12月1日
株式会社　東北プリント
仙台市青葉区立町24-24

会計法第29条の3第5項及び予算決算及
び会計令第99条第1項第2号に基づく。

1,873,818 1,398,600 74.6 ー
応募数

7者

17
宮城労働局労働基準部労災補償
課分室事務室賃貸借契約

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

平成23年12月1日
有限会社萩和産業
仙台市宮城野区榴岡4-5-22

会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号に基づく。

2,291,700 2,291,700 100.0 ー
応募数

1者

18
中小企業相談支援事業に係る委
託契約

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

平成23年12月27日
宮城県社会保険労務士会
仙台市青葉区本町1-9-5

企画競争方法による調達
会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号に基づく。

2,139,060 2,139,060 100.0 ー
応募数

1者
所見なし


