
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２９年７月４日（火）  

 

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                    ２３件  

うち、契約金額が５００万円以上のもの        １８件（９件１者入札） 

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                  ３８件  

      ・ 審議件数                    ２２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 新規案件で競争性のない随意契約としたもの。 

  ③ 企画競争・公募した案件で参加者（応募者）が１者のみだったもの。 

  ④ 契約相手が独立行政法人となったもの。 

  ⑤ 再委託金額の割合が契約額の 1/2を越えるもの。 

 

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。 

・ 契約期間が 4月 1日からの調達案件で、契約締結日が 4月 1日と 4月 3日のも 

のがあり、統一すべきである。 

 

 



【別紙様式１】

【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
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）

該当なし

公共調達審査会

審議対象一覧及び審議結果

【競争入札　公共工事】　　　　



【別紙様式２】

【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）

該当なし

公共調達審査会

審議対象一覧及び審議結果

【随意契約　公共工事】　　　　



【別紙様式３】

【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

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

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
　　　加藤　博人
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29年1月13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 5,166,292 4,484,160 86.80 応札（応募）数　2者 所見なし

2

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
　　　加藤　博人
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29年1月26日 株式会社太陽事務機
仙台市宮城野区高砂1-10-2

1370001005489 一般競争入札 4,362,427 2,207,347 50.60 応札（応募）数　5者
単価契約

3

自動窓口受付システム更新契
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1月24日 グローリー(株)
兵庫県姫路市下手野1-3-1

5140001058614 一般競争入札 6,633,360 4,795,200 72.29 応札（応募）数　2者 所見なし

4

求人情報提供端末用椅子及び
保管庫等の更新・整備に係る
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23日 (株)太陽事務機
仙台市宮城野区高砂1-10-2

1370001005489 一般競争入札 3,547,519 2,329,128 65.66 応札（応募）数　6者

5

古川公共職業安定所における
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4月28日 宮城日産自動車株式会社
仙台市宮城野区扇町二丁目
2番5号

3370001006551 一般競争入札（総合
評価方式）

1,291,635 1,246,354 96.49 応札（応募）数　2者

6

平成２９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
　　　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 株式会社東北ディエスジャパ
ン
仙台市若林区上飯田1-7-36

8370001013015 一般競争入札 3,853,440 3,502,440 90.89 応札（応募）数　7者
単価契約

7

平成２９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
　　　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 株式会社東和商会
仙台市若林区鶴代町1-20

3370001003697 一般競争入札 11,816,537 11,034,257 93.38 応札（応募）数　4者
単価契約　円（A4
版・2500枚）�円（A3
版1500枚）

所見なし

8

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
　　　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)赤井沢
仙台市太白区長町5-3-3

1370001001430 一般競争入札 6,208,490 5,879,271 94.70 応札（応募）数　3者
単価契約　エプソン
MC厚手マットロール
紙＠４，７８０円、エー
ワンレーザープリンタ
ラベルノーカットタイプ

所見なし

9

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
　　　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 カメイ株式会社
仙台市青葉区国分町3-1-18

5370001003340 一般競争入札 2,012,072 1,848,960 91.89 応札（応募）数　1者
単価契約　ガソリン
円120/L、洗車円
600/台、タイヤ交換
2000円/台

所見なし

10

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
　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29年4月28日 ニッポンレンタカー東北株式
会社
仙台市青葉区本町１－２－２
０

7370001011168 一般競争入札（総合
評価方式）

13,818,600 12,008,088 86.90 応札（応募）数　3者
単価契約　局1000-
1300ｃｃ＠2,400円/
日、仙台署660ｃｃ
2,400円/日、仙台署
1000-1300ｃｃ＠

所見なし

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

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

「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4月3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 1,802,145 1,101,978 61.15 応札（応募）数　5者

12

平成29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
　　　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 株式会社青葉堂印刷
米沢市アルカディア1-808-22

5390001009708 一般競争入札 2,556,900 1,925,424 75.30 応札（応募）数　5者
単価契約　局：長３
封筒＠4.8円、角２封
筒＠10.7円、仙台
所：長３封筒＠5.1
円、長３封筒（料金

13

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)
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 45.66 応札（応募）数　6者

14

平成２９年度　電力需給契約
（石巻合庁、古川合庁、塩釜
所、大和所）

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 伊藤忠エネクス(株)
 東京都港区虎ノ門2-10-1

9010401078551 一般競争入札 7,288,172 6,481,845 88.94 応札（応募）数　1者
単価契約　基本単
価1,117円�（7月-9
月）15円00銭/kWh,
その他月14円00銭
kW

所見なし

15

文書の保管・荷役及び運搬契
約（局・仙台署・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 センコン物流株式会社
名取市下余田字中荷６７２－
１

3370801000134 一般競争入札 3,260,304 2,620,080 80.36 応札（応募）数　2者
単価契約　保管料1
月50円/箱、集荷・
配達料300円/箱、
入出庫料/100円/
箱、文書保存箱100

16

平成２９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
　　　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 リコージャパン株式会社
仙台市青葉区五橋１－５－３

1010001110829 一般競争入札 9,182,256 8,957,061 97.55 応札（応募）数　1者
単価契約　イマジオ
MP5000基本料金
4020円(モノクロ１.34
円/カウント�イマジ
オMP5000SP2基本

所見なし

17

平成２９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
　　　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 コニカミノルタジャパン株式会
社
東京都港区芝浦1-1-1

9013401005070 一般競争入札 6,205,286 5,905,407 95.17 応札（応募）数　1者
単価契約　総務課
bizhubC754eモノク
ロ＠１．１５円/枚、カ
ラー＠４．４円/
枚,bizhub458モノク

所見なし

18

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
　　　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 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１－３－４
５AI.Premium８階

8011001046081 一般競争入札 2,450,061 2,332,800 95.21 応札（応募）数　1者 所見なし

19

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
　　　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 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

7380001000401 一般競争入札 28,965,600 25,561,440 88.25 応札（応募）数　3者 所見なし

20

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
　　　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 株式会社コスモ警備
仙台市青葉区上杉5-1-1

6370002010987 一般競争入札 5,426,996 4,802,652 88.50 応札（応募）数　6者



【別紙様式３】

【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

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】　　　　

21

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
　　　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)Ｆutworkグループ
茨城県那珂市菅谷2764-3

4050001040301 一般競争入札 3,412,891 2,710,800 79.43 応札（応募）数　7者

22

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
　　　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)Ｆutworkグループ
茨城県那珂市菅谷2764-3

4050001040301 一般競争入札 2,237,602 1,447,200 64.68 応札（応募）数　6者

23

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
　　　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 株式会社アミックス
仙台市太白区柳生字沢目２０
－２４

6370001001491 一般競争入札 5,145,056 4,303,800 83.65 応札（応募）数　5者

24

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
　　　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 株式会社ソフトキャンパス
青森県弘前市大字土手町38
番地

5420001010380 一般競争入札 9,902,210 9,759,981 98.56 応札（応募）数　2者 所見なし

25

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 82.12 応札（応募）数　1者 所見なし

26

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（宮
城北）

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 企業組合労協センター
東京都豊島区東池袋1-44-3
池袋ＩＳＰタマビル

6013305000633 一般競争入札（総合
評価方式）

16,274,785 15,876,000 97.55 応札（応募）数　1者 所見なし

27

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（石
巻）

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 特定非営利法人ワーカーズ
コープ
東京都豊島区東池袋1-44-3
池袋ＩＳＰタマビル

3013305000743 一般競争入札（総合
評価方式）

19,082,785 17,709,889 92.81 応札（応募）数　1者 所見なし

28

非正規雇用労働者待遇改善支
援事業委託契約

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4月3日 アデコ株式会社
東京都港区南青山1-15-9

8010401001563� 一般競争入札（総合
評価方式）

9,331,851 8,934,545 95.74 応札（応募）数　5者 所見なし

29

介護分野における人材確保の
ための雇用管理改善促進事業
（宮城県）

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 公益財団法人介護労働安定
センター
東京都荒川区荒川7-50-9

8011505001433 一般競争入札（総合
評価方式）

15,598,727 9,196,997 58.96 応札（応募）数　2者 所見なし

30

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 91.63 応札（応募）数　2者 所見なし



【別紙様式３】

【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

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】　　　　

31

平成２９年度高齢者スキルアッ
プ・就職促進事業

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)建築資料研究社
東京都豊島区池袋二丁目
50-1

6013301028166 一般競争入札（総合
評価方式）

29,689,972 24,726,276 83.28 応札（応募）数　3者 所見なし

32

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 97.38 応札（応募）数　1者 所見なし

33

民間活用によるキャリアコンサ
ルティング等就職支援事業に
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4月3日 アデコ株式会社
東京都港区南青山1-15-9

8010401001563 一般競争入札（総合
評価方式）

28,187,159 22,735,064 80.66 応札（応募）数　5者 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
　　　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 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）

12,740,120 11,281,680 88.55 応札（応募）数　1者 所見なし

35

人材不足分野における人材確
保のための雇用管理改善促進
事業（啓発実践コース）・建設
分野

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12日 株式会社労働調査会
東京都豊島区北大塚2-4-5

9013301012464 一般競争入札（総合
評価方式）

14,214,375 8,424,000 59.26 応札（応募）数　1者 所見なし



【別紙様式４】

【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）

1

丁合機の調達、設置契約 支出負担行為担当官
宮城労働局総務部長
　　　加藤　博人
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29年1月24日 株式会社赤井沢
仙台市太白区長町5-3-3

1370001001430 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

1,219,381 1,198,800 98.31 0 公募 所見なし

2

「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 公募

3

宮城労働局及び仙台公共職業
安定所小荷物運送契約

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 第一貨物株式会社仙台東支
店
仙台市若林区卸町2-2-6

2390001001089 会計法第29条の3第5項
予決令第99条の2
落札者がなかったため

1,450,162 1,272,996 87.78 0 公募 所見なし

4

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
　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29年4月1日 萩和ホールディングス株式会
社
仙台市宮城野区榴岡４－５－
２２

2370002007723 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 6,734,784 100.00 0 所見なし

5

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
　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29年4月1日 気仙沼商工会議所
気仙沼市八日町２－１－１１

5370505000024 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 2,527,200 100.00 0

6

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
　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29年4月1日 森トラスト株式会社
東京都港区虎ノ門２－３－１
７

8010401029670 会計法第29条の3第4項
予決令第102条の4第3号
賃貸契約の継続に伴い
競争を許さないため

171,403,332 171,403,332 100.00 0 所見なし

7

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
　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29年4月1日 森トラスト株式会社
東京都港区虎ノ門２－３－１
７

8010401029670 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

14,266,620 14,266,620 100.00 0 所見なし

8

仙台わかものハローワーク（Ｍ
Ｔ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
　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29年4月1日 森トラスト株式会社
東京都港区虎ノ門２－３－１
７

8010401029670 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 12,533,712 100.00 0 所見なし

9

仙台わかものハローワーク（Ｍ
Ｔ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
　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29年4月1日 森トラスト株式会社
東京都港区虎ノ門２－３－１
７

8010401029670 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

1,043,232 1,043,232 100.00 0

10

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
　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29年4月1日 森トラスト株式会社
東京都港区虎ノ門２－３－１
７

8010401029670 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 8,171,244 100.00 0 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】　　　　



【別紙様式４】

【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）

公共調達審査会

審議対象一覧及び審議結果

【随意契約　物品役務等】　　　　

11

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
　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29年4月1日 森トラスト株式会社
東京都港区虎ノ門２－３－１
７

8010401029670 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 17,809,008 100.00 0 所見なし

12

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
　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29年4月1日 森トラスト株式会社
東京都港区虎ノ門２－３－１
７

8010401029670 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

1,482,324 1,482,324 100.00 0

13

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
　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29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

8010401029670 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

2,099,520 2,099,520 100.00 0

14

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
　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29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

7370001009996 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 8,611,920 100.00 0 所見なし

15

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
　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29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

7370001009996 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 11,104,128 100.00 0 所見なし

16

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
　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29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

5370001008901 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 22,989,912 100.00 0 所見なし

17

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
　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29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

5370002009691 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

27,677,100 27,677,100 100.00 0 所見なし

18

「みやぎキャリア相談コーナー」
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
　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29年4月1日 小田急不動産株式会社
東京都渋谷区初台1-47-1

7011001005063 会計法第29条の3第4項
予決令第102条の4第3号
賃貸借契約の目的が競
争を許さないため

2,389,944 2,389,944 100.00 0

19

「発達障害者等を対象とした小
集団方式の支援事業の実施」
に係る会議室賃貸借契約

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1日 萩和ホールディングス株式会
社
仙台市宮城野区榴岡４－５－
２２

2370002007723 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

2,482,092 2,482,092 100.00 0

20

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
　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29年4月1日 宮城県
仙台市青葉区本町３－８－１

8000020040002 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

1,262,040 1,262,040 100.00 0



【別紙様式４】

【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）

公共調達審査会

審議対象一覧及び審議結果

【随意契約　物品役務等】　　　　

21

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
　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29年4月1日 大崎市
大崎市古川七日町１－１

1000020042153 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

2,234,490 2,234,490 100.00 0

22

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
　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29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

7370101000038 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 18,153,720 100.00 0 所見なし

23

気仙沼公共職業安定所仮庁舎
敷地賃貸借契約①

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 2,169,408 100.00 0

24

気仙沼公共職業安定所仮庁舎
敷地賃貸借契約②

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1日 個人       気仙沼 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 2,230,368 100.00 0

25

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
　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29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

8040001065642 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

11,572,092 11,572,092 100.00 0 所見なし

26

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
　　　藤本　達夫
仙台市宮城野区鉄砲町１番地

平成29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

864,000 864,000 100.00 0

27

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
　　　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 セコム株式会社
東京都渋谷区神宮前１－５－
１

6011001035920 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

1,749,600 1,749,600 100.00 0

28

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
　　　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

901100104048 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

1,208,520 1,208,520 100.00 0

29

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

30

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



【別紙様式４】

【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）

公共調達審査会

審議対象一覧及び審議結果

【随意契約　物品役務等】　　　　

31

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
　　　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 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

5370005003386 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

24,100,000 24,100,000 100.00 0 所見なし

32

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）「わーく」

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

29,986,000 29,986,000 100.00 0 所見なし

33

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

34

平成２９年度　「障害者就業・生
活支援センター事業」（社会福
祉法人恵泉会）

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 社会福祉法人恵泉会
登米市迫町佐沼字江合３－１
６－２

5370405000108 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

19,717,000 19,717,000 100.00 0 所見なし

35

平成２９年度　「障害者就業・生
活支援センター事業」（社会福
祉法人石巻祥心会）

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 社会福祉法人石巻祥心会
石巻市門脇字元捨喰５－１

6370305000405 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

19,617,000 19,617,000 100.00 0 所見なし

36

平成２９年度　「障害者就業・生
活支援センター事業」（社会福
祉法人洗心会）

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 社会福祉法人洗心会
気仙沼市唐桑町只越３６６－
５

3370505000034 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

19,721,000 19,721,000 100.00 0 所見なし

37

平成２９年度　「障害者就業・生
活支援センター事業」（社会福
祉法人白石陽光園）

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 社会福祉法人白石陽光園
白石市福岡長袋字小倉山１４
－２

2370105001276 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

14,448,000 14,448,000 100.00 0 所見なし

38

平成２９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
　　　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

7370205001857 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

19,625,000 19,625,000 100.00 0 所見なし


