
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２７年７月２日（木）  
 
２ 委員の氏名及び役職等  委員長   丸山 尚志   労災補償課長   
              委 員   嶋田 悦郎   雇用均等室長   
              委 員   佐藤 正弘   需給調整事業課長 
３ 審査対象期間      平成２７年１月１日～平成２７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                     ２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                    ２６件  
・ 審議件数                      ２６件  

うち、契約金額が５００万円以上のもの      １０件  
うち、参加者が一者しかいないもの         ９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                    ４６件  

      ・ 審議件数                      ４６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          ５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２７年１月１日～平成２７年４月３０日の審査対象期間に契約したすべて

の案件（公共工事、物品・役務等の競争入札によるもの２６件、公共工事、物品・

役務等の随意契約によるもの４８件）について、審査対象とした。 
 

 
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 
      

所見なし 
 
 
 

 



別紙様式2

【随意契約　　公共工事】① 【審査対象期間　　平成27年1月1日～平成27年4月30日】 部局 宮城労働局

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

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
石巻所立町臨時庁舎
1・6階事務室現状回
復工事

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年2月26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

会計法第29条の３第4項・予
決令第102条の４第3号・(契約
の性質が競争を許さないた
め。)

4,514,400 4,514,400 100.00% 所見なし

2
石巻所立町臨時庁舎3
階事務室現状回復工
事

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年1月14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

会計法第29条の３第4項・予
決令第102条の４第3号・(契約
の性質が競争を許さないた
め。)

1,263,600 1,263,600 100.00% 所見なし

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果



別紙様式３

【競争入札　　物件役務】① 【審査対象期間　　平成27年1月1日～平成27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・
指名競争入札
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
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　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年1月26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(無) 6,535,583 1,754,109 26.84% 応募2者 所見なし

2
デジタル印刷機の調達・設置契
約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年2月3日
有限会社高石事務機　仙台
市若林区沖野3-25-10

一般競争入札(無) 5,624,640 4,298,400 76.42% 応募4者 所見なし

3
大河原所外２官署におけるLED
蛍光灯の新規調達及び設置業務

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年2月17日
株式会社セント
仙台市青葉区北根４－２－
２０

一般競争入札(無) 2,598,120 1,828,872 70.39% 応募5者 所見なし

4
丁合機及び紙折り機の調達、設
置契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年2月17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(無) 1,829,981 1,397,736 76.38% 応募3者 所見なし

5
宮城労働局総務課・企画室レイ
アウト変更業務委託

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年2月20日
株式会社太陽事務機
仙台市宮城野区高砂1-10-
2

一般競争入札(無) 3,871,565 2,559,600 66.11% 応募3者 所見なし

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果



別紙様式3

【競争入札　　物品役務等】② 【審査対象期間　　平成27年1月1日～平成27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・
指名競争入札
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）

6
平成２７年度　宮城労働局外２
０施設で使用の 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　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4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
（無） 14,244,547 11,386,781 79.94% 応募数5者 所見なし

7
平成２７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　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1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
（無） 3,749,576 3,347,348 89.27% 応募数3者 所見なし

8
平成２７年度　一般事務用品
等単価契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4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
（無） 6,499,838 4,859,185 74.76% 応募数4者 所見なし

9
平成２７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　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
株式会社東北プリント
仙台市青葉区立町２４－２４

一般競争入札
（無） 2,259,446 2,243,160 99.28% 応募数1者 所見なし

10
平成２７年度　石巻合同庁舎
中央監視装置・自動制御設備
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　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日

ジョンソンコントロールズ株式会社
東北支店
仙台市若林区新寺１－３－４５
AI.Premium８階

一般競争入札
（無） 2,450,061 2,160,000 88.16% 応募数1者 所見なし

11
平成２７年度　電子複写機（コ
ニカミノルタ製）保守契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日

コニカミノルタビジネスソリューショ
ンズ株式会社　東北支店
仙台市青葉区一番町１－２－２５
仙台ＮＳビル２Ｆ

一般競争入札
（無） 3,690,502 3,616,552 98.00% 応募数1者 所見なし

12
平成２７年度　電子複写機
(キャノン製）保守契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
株式会社セント
仙台市青葉区北根４－２－２０

一般競争入札
（無） 2,326,341 2,114,856 90.91% 応募数1者 所見なし

13
平成２７年度　電子複写機（リ
コー製）保守契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
リコージャパン株式会社
仙台市青葉区五橋１－５－３

一般競争入札
（無） 7,918,312 7,807,570 98.60% 応募数1者 所見なし

14
平成２７年度　プリント式デジタ
ル印刷機（ＲＩＳＯ製）保守契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
株式会社仙台大気堂
仙台市青葉区国分町３－６－１１

一般競争入札
（無） 1,069,740 1,069,740 100.00% 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



別紙様式3

【競争入札　　物品役務等】② 【審査対象期間　　平成27年1月1日～平成27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・
指名競争入札
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

15 平成２７年度　電力需給契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
イーレックス株式会社
東京都中央区日本橋本石町３－３
－１４

一般競争入札
（無） 8,109,898 7,816,677 96.38% 応募数3者 所見なし

16
「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　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月13日
株式会社東北プリント
仙台市青葉区立町２４－２４

一般競争入札
（無） 1,530,929 1,131,753 73.93% 応募数3者 所見なし

17
平成２７年度　宮城労働局管
下監督署・安定所におけるレ
ンタカー単価契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月30日
タイムズモビリティネットワークス株
式会社
広島県広島市中区鉄砲町７－１８

一般競争入札
（有） 19,994,148 14,057,172 70.31% 応募数4者 所見なし

18
平成２７年度　石巻合同庁舎
清掃業務委託契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
ビソー工業株式会社
埼玉県さいたま市西区大字西新井
字堤崎前５０５－１２１

一般競争入札
（無） 3,580,559 3,466,800 96.82% 応募数5者 所見なし

19

平成２７年度　宮城労働局、各
労働基準監督署及び各公共
職業安定所清掃業務委託契
約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
株式会社アミックス
仙台市太白区柳生字沢目２０－２４

一般競争入札
（無） 4,773,331 3,834,000 80.32% 応募数3者 所見なし

20
平成２７年度　古川合同庁舎
機械設備保守管理業務委託
契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27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
（無） 1,315,170 839,160 63.81% 応募数3者 所見なし

21

平成２７年度　石巻、古川、気
仙沼各公共職業安定所及び
名取市地域職業相談室にお
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　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
キョウワセキュリオン株式会社
福島県福島市五月町３－２０
協和第一ビル内

一般競争入札
（無） 23,356,760 20,207,880 86.52% 応募数3者 所見なし

22
平成２７年度　仙台公共職業
安定所常駐警備業務委託契
約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
株式会社ＮＥＯソリューション
福島県福島市野田町７－５－３３

一般競争入札
（無） 7,039,101 6,928,416 98.43% 応募数4者 所見なし

23
平成２７年度　雇用保険受給
者に対する就職支援セミナー
業務委託契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
株式会社ＪＭＴＣ
登米市迫町佐沼字沼向１０－１

一般競争入札
（無） 13,102,346 9,050,400 69.07% 応募数2者 所見なし



別紙様式3

【競争入札　　物品役務等】② 【審査対象期間　　平成27年1月1日～平成27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・
指名競争入札
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

24
平成２７年度 生涯現役社会実
現環境整備事業

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4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
（有） 8,096,328 7,549,200 93.24% 応募数1者 所見なし

25
平成２７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　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1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

一般競争入札
（有） 29,813,400 20,060,001 67.29% 応募数1者 所見なし

26
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　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月7日
公益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１－１３－１９

一般競争入札
（無） 27,206,853 26,899,700 98.87% 応募数1者 所見なし



別紙様式４

【随意契約　　物件役務】① 【審査対象期間　　平成27年1月1日～平成27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

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２７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　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年2月18日
株式会社鈴木印刷所
石巻市蛇田字新谷地前121

会計法第２９条の3第５項・
予算決算及び会計令第９９
条第２項・(公募による調達)

1,481,470 884,179 59.68% 応募６者 所見なし

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果



別紙様式4

【随意契約　　　物品役務等】② 【審査対象期間　　平成27年1月1日～平成27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

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％）

再就
職役
員人
数

備考

公共調達審
査会審議結
果状況（所
見）

2
仙台わかものハローワーク（ＭＴ
ビル５階）賃貸借契約(室内清掃
費）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27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

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競争
を許さないため

1,043,232 1,043,232 100.0% 所見なし

3
仙台公共職業安定所（MTビル３
階・４階）賃貸借契約(室内清掃
費)

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27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

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競争
を許さないため

14,266,620 14,266,620 100.0% 所見なし

4
仙台公共職業安定所（MTビル５
階事務室・拡張分）賃貸借契約
（室内清掃費）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27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

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競争
を許さないため

1,482,324 1,482,324 100.0% 所見なし

5
文書の保管・荷役及び運搬契約
（局・仙台所）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
センコン物流株式会社
名取市下余田字中荷６７２－１

会計法第２９条の３第５項・予決
令第９９条第８号・運送又は保
管に係る契約であるため（公募）

2,318,760 1,960,200 84.5% 応募2者 所見なし

6

平成２７年度　宮城労働局,仙台
労働基準監督署、仙台公共職業
安定所におけるガソリン・洗車・タ
イヤ交換単価契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
株式会社東日本宇佐美東北支店
名取市本郷字大門１６１

・予決令第９９条の２・落札者が
なかったため

2,127,579 2,110,680 99.2% 所見なし

7
平成２７年度　古川合同庁舎清
掃業務委託契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
株式会社アーツ
石巻市南中里３－１２－９

・予決令第９９条の２・落札者が
なかったため

1,355,542 1,297,296 95.7% 所見なし

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果



別紙様式4

【随意契約　　　物品役務等】② 【審査対象期間　　平成27年1月1日～平成27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

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％）

再就
職役
員人
数

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

8
平成２７年度　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　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1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

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競争
を許さないため

1,101,600 1,101,600 100.0% 所見なし

9
平成２７年度　事務室清掃業務
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　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
セコム株式会社
東京都渋谷区神宮前１－５－１

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競争
を許さないため

1,749,600 1,749,600 100.0% 所見なし

10
平成２７年度　事務室清掃業務
委託契約（仙台新卒応援ハロー
ワーク）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
株式会社パルコスペースシステム
ズ　メンテナンス事業部
仙台市青葉区中央１－２－３

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競争
を許さないため

1,208,520 1,208,520 100.0% 所見なし

11
平成２７年度　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　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1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

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競争
を許さないため

1,051,920 1,051,920 100.0% 所見なし

12
平成２７年度宮城労働局給与等
システムのプログラム使用許諾
及びソフトウェアサポート契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
コンピュータ・システム株式会社
京都市上京区笹屋町千本西入笹
屋４－２７３－３

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第1項第３号・そ
の性質が競争を許さないため

1,509,840 1,509,840 100.0% 所見なし

13
エトワールⅠ　１０２号室にかか
る賃貸借契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
個人
気仙沼市

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・賃貸借
契約の継続に伴い競争を許さな
いため。

803,000 803,000 100.0% 所見なし

14
ヤマゴ８０９（ヤオキュー）２０２号
室賃貸借契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
個人
気仙沼市

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・賃貸借
契約の継続に伴い競争を許さな
いため。

864,000 864,000 100.0% 所見なし

15
ハローワークプラザ泉事務室（拡
張分）賃貸借契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27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

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・賃貸借
契約の継続に伴い競争を許さな
いため。

8,611,920 8,611,920 100.0% 所見なし

16
ハローワークプラザ泉事務室賃
貸借契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27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

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・賃貸借
契約の継続に伴い競争を許さな
いため。

11,104,128 11,104,128 100.0% 所見なし



別紙様式4

【随意契約　　　物品役務等】② 【審査対象期間　　平成27年1月1日～平成27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

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％）

再就
職役
員人
数

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

17
塩釜公共職業安定所敷地賃貸
借契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
宮城県
仙台市青葉区本町３－８－１

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・賃貸借
契約の継続に伴い競争を許さな
いため。

1,177,290 1,177,290 100.0% 所見なし

18
気仙沼安定所仮庁舎に係る賃貸
借契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
三協フロンテア株式会社
名取市増田字柳田１９８－１

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・賃貸借
契約の継続に伴い競争を許さな
いため。

11,824,380 11,824,380 100.0% 所見なし

19
気仙沼公共職業安定所仮庁舎
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　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
個人
気仙沼市

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・賃貸借
契約の継続に伴い競争を許さな
いため。

2,169,408 2,169,408 100.0% 所見なし

20
気仙沼公共職業安定所仮庁舎
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　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
個人
気仙沼市

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・賃貸借
契約の継続に伴い競争を許さな
いため。

2,230,368 2,230,368 100.0% 所見なし

21
宮城労働局労働基準部労災補
償課分室賃貸借契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4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・予決
令第１０２条の４第３号・賃貸借
契約の継続に伴い競争を許さな
いため。

6,734,784 6,734,784 100.0% 所見なし

22
古川公共職業安定所外来者駐
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　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
東北用地株式会社
仙台市青葉区本町２－５－１

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３項・賃貸借
契約の継続に伴い競争を許さな
いため。

881,280 881,280 100.0% 所見なし

23 古川合同庁舎土地賃貸借契約
支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
大崎市
大崎市古川七日町１－１

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・賃貸借
契約の継続に伴い競争を許さな
いため。

2,293,290 2,293,290 100.0% 所見なし

24
新卒応援ハローワーク事務室賃
貸借契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
第一ビル株式会社
仙台市青葉区中央１－２－３
仙台マークワン１１階

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・賃貸借
契約の継続に伴い競争を許さな
いため。

22,989,912 22,989,912 100.0% 所見なし

25
石巻公共職業安定所外部会議
室に係る賃貸借契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
株式会社　三陸河北新報社
石巻市千石町４－４２

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・賃貸借
契約の継続に伴い競争を許さな
いため。

1,255,824 1,255,824 100.0% 所見なし

26
石巻労働基準監督署気仙沼臨
時窓口賃貸借契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1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・予決
令第１０２条の４第３号・賃貸借
契約の継続に伴い競争を許さな
いため。

2,527,200 2,527,200 100.0% 所見なし



別紙様式4

【随意契約　　　物品役務等】② 【審査対象期間　　平成27年1月1日～平成27年4月30日】 部局 宮城労働局

番号
物品役務等の名称及び
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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

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％）

再就
職役
員人
数

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

27
仙台わかものハローワーク（ＭＴ
ビル５階）賃貸借契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27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

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・賃貸借
契約の継続に伴い競争を許さな
いため。

12,533,712 12,533,712 100.0% 所見なし

28
仙台公共職業安定所（MTビル３
階・４階）賃貸借契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27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

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・賃貸借
契約の継続に伴い競争を許さな
いため。

171,403,332 171,403,332 100.0% 所見なし

29
仙台公共職業安定所（ＭＴビル５
階学卒部門）賃貸借契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27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

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・賃貸借
契約の継続に伴い競争を許さな
いため。

8,171,244 8,171,244 100.0% 所見なし

30
仙台公共職業安定所（MTビル５
階事務室・拡張分）賃貸借契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27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

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・賃貸借
契約の継続に伴い競争を許さな
いため。

17,809,008 17,809,008 100.0% 所見なし

31
仙台公共職業安定所（仙台MTビ
ル）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　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27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

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・賃貸借
契約の継続に伴い競争を許さな
いため。

2,099,520 2,099,520 100.0% 所見なし

32
仙台公共職業安定所マザーズハ
ローワーク青葉及びハローワー
クプラザ青葉事務室賃貸借契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27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

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・賃貸借
契約の継続に伴い競争を許さな
いため。

27,956,664 27,956,664 100.0% 所見なし

33
大河原公共職業安定所事務室
賃貸借契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
大河原商業開発株式会社
柴田郡大河原町大谷字町向１２６
－４

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・賃貸借
契約の継続に伴い競争を許さな
いため。

18,153,720 18,153,720 100.0% 所見なし

34
「専門家派遣・相談等支援事業」
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　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月9日
宮城県社会保険労務士会
仙台市青葉区本町１－９－５

会計法第２９条の３第４項・予算
決算及び会計令第１０２条の４
第３号・企画競争方式による調
達であるため

3,704,000 3,702,996 100.0% 応募1者 所見なし

35
高齢者活躍人材育成事業委託
契約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月10日
公益社団法人宮城県シルバー人
材センター連合会

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・その性
質が競争を許さないため

30,728,000 30,728,000 100.0% 所見なし
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【随意契約　　　物品役務等】② 【審査対象期間　　平成27年1月1日～平成27年4月30日】 部局 宮城労働局
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36
平成２７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）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
社会福祉法人宮城県社会福祉協
議会
仙台市青葉区上杉１－２－３

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・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
認め指定をした団体に委託実施
するため

25,387,000 25,387,000 100.0% 所見なし

37
平成２７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）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日

社会福祉法人宮城県社会福祉協
議会
仙台市青葉区上杉１－２－３

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・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
認め指定をした団体に委託実施
するため

21,013,000 21,013,000 100.0% 所見なし

38
平成２７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　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
社会福祉法人恵泉会
登米市迫町佐沼字江合３－１６－
２

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・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
認め指定をした団体に委託実施
するため

16,769,000 16,769,000 100.0% 所見なし

39
平成２７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　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
社会福祉法人石巻祥心会
石巻市門脇字元捨喰５－１

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・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
認め指定をした団体に委託実施
するため

16,773,000 16,773,000 100.0% 所見なし

40
平成２７年度　「障害者就業・生
活支援センター事業」（社会福祉
法人洗心会）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
社会福祉法人洗心会
気仙沼市唐桑町只越３６６－５

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・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
認め指定をした団体に委託実施
するため

16,823,000 16,823,000 100.0% 所見なし

41
平成２７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　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
社会福祉法人白石陽光園
白石市福岡長袋字小倉山１４－２

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・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
認め指定をした団体に委託実施
するため

12,432,000 12,432,000 100.0% 所見なし
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42

平成２７年度　「障害者就業・生
活支援センター事業」（特定非営
利活動法人栗原市障害者就労
支援センター）

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
特定非営利活動法人栗原市障害
者就労支援センター
栗原市築館字八沢南沢８５

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・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
認め指定をした団体に委託実施
するため

16,758,000 16,758,000 100.0% 所見なし

43
平成２７年度　精神障害者等雇
用促進モデル事業に係る委託契
約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月10日
セルコホーム株式会社
仙台市青葉区上杉２－１－１
４

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・企画競
争方式による調達であるため

4,618,944 4,618,944 100.0% 応募1者 所見なし

44
平成２７年度　精神障害者等雇
用促進モデル事業に係る委託契
約

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月10日
ホシザキ東北株式会社
仙台市青葉区昭和町２－３８

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・企画競
争方式による調達であるため

4,976,640 4,976,640 100.0% 応募1者 所見なし

45
平成27年度医療労務管理相談
コーナー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　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4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

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・企画競
争方式による調達であるため

4,451,000 4,450,960 100.0% 応募1者 所見なし

46
平成２７年度訓練受講前に実施
するキャリア・コンサルティング推
進事業

支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長　森　奈美
仙台市宮城野区鉄砲町1番地
仙台第四合同庁舎

平成27年4月1日
株式会社セントメディア
東京都新宿区３－１－２４

会計法第２９条の３第４項・予決
令第１０２条の４第３号・企画競
争方式による

53,865,648 53,865,648 100.0% 応募1者 所見なし


