
(独立行政法人名：労働者健康福祉機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約締結日
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業務方法書
又は会計規程等の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

移行困難な事由 移行予定年限 備　　考

健診システム

独立行政法人労働者健康福祉
機構釧路労災病院
〒085-8533
北海道釧路市中園町13-23
契約担当役　院長　小柳　知彦

21.3.6
(株)ムトウ
北海道釧路市中園町2
番29号

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 4,700,000 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度

重油購入契約

独立行政法人労働者健康福祉
機構青森労災病院
〒031-8551
青森県八戸市白銀町字南ヶ丘１
契約担当役　院長　河津　俊太
郎

20.10.1
カメイ（株）八戸支店
青森県八戸市豊洲２－
３８

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 42,525,000 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度

アリナミンF錠25ｍｇ　他　95品
目

独立行政法人労働者健康福祉
機構東北労災病院
〒981-8563
宮城県仙台市青葉区台原４-３-
21
契約担当役　院長　三浦　幸雄

20.11.1
（株）クラヤ三星堂
東京都中央区八重洲２
－７－１５

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 21,659,116 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度

カルスロット錠　20ｍｇ　他　155
品目

独立行政法人労働者健康福祉
機構東北労災病院
〒981-8563
宮城県仙台市青葉区台原４-３-
21
契約担当役　院長　三浦　幸雄

20.11.1
（株）恒和薬品
福島県郡山市喜久田
町卸1-46-1

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 23,157,169 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度

【様式１】

平成２１年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの
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契約名称及び内容
契約職等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約締結日
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業務方法書
又は会計規程等の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

移行困難な事由 移行予定年限 備　　考

アロベックス錠　400ｍｇ　他324
品目

独立行政法人労働者健康福祉
機構東北労災病院
〒981-8563
宮城県仙台市青葉区台原４-３-
21
契約担当役　院長　三浦　幸雄

20.11.1
（株）スズケン
愛知県名古屋市東区
東片端町８

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 79,786,753 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度

ノルモナール錠　15ｍｇ　他64
品目

独立行政法人労働者健康福祉
機構東北労災病院
〒981-8563
宮城県仙台市青葉区台原４-３-
21
契約担当役　院長　三浦　幸雄

20.11.1
東邦薬品（株）
東京都世田谷区代沢５
－２－１

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 15,043,898 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度

アクトス錠　15ｍｇ　他　432品
目

独立行政法人労働者健康福祉
機構東北労災病院
〒981-8563
宮城県仙台市青葉区台原４-３-
21
契約担当役　院長　三浦　幸雄

20.11.1
（株）バイタルネット
宮城県仙台市青葉区
大手町１－１

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 101,722,595 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度

スポンゼル　他　344品目

独立行政法人労働者健康福祉
機構東北労災病院
〒981-8563
宮城県仙台市青葉区台原４-３-
21
契約担当役　院長　三浦　幸雄

20.11.1
（株）マルタケ
新潟県新潟市西区流
通センター４－６－２

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 42,268,178 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度

レセプト電算処理システム

独立行政法人労働者健康福祉
機構秋田労災病院
〒018-5604
秋田県大館市軽井沢字下岱30
契約担当役　院長　加藤　哲夫

20.10.30

NECキャピタルソリュー
ション㈱
東北支社
宮城県仙台市青葉区
中央４－６－１

医事システム（平成17年7月リース開
始）への増設システム構築物件であり、
医事システムの契約先以外との契約と
した場合に、賃貸借期間満了後のリー
ス会社への返還が著作権等の問題で
不可能であるため、会計細則第52条第
6号に該当するため。

－ 3,595,500 － －

医事システム（平成17年7月
リース開始）への増設システム
構築物件であり、医事システム
の契約先以外との契約とした場
合に、賃貸借期間満了後の
リース会社への返還が著作権
等の問題で不可能であるため。

平成22年度
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契約名称及び内容
契約職等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約締結日
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業務方法書
又は会計規程等の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

移行困難な事由 移行予定年限 備　　考

整形外科用超音波診断装置
一式

独立行政法人労働者健康福祉
機構秋田労災病院
〒018-5604
秋田県大館市軽井沢字下岱30
契約担当役　院長　加藤　哲夫

21.3.25
㈲バイオテック
秋田県秋田市広面字
碇８０－１

緊急により患者に使用する必要性が生
じたため、会計細則第52条第1号に該
当するため。

－ 3,885,000 － －
緊急により患者に使用する必
要性が生じたため。

平成21年度

薬品保冷庫

独立行政法人労働者健康福祉
機構関東労災病院
〒211-8510
神奈川県川崎市中原区木月住
吉町1-1
契約担当役　院長　調所　廣之

20.12.2
（株）スズケン
神奈川県川崎市幸区
南加瀬

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 1,785,000 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度

腹腔鏡下手術システム　一式

独立行政法人労働者健康福祉
機構関東労災病院
〒211-8510
神奈川県川崎市中原区木月住
吉町1-1
契約担当役　院長　調所　廣之

20.12.12
（株）イノメディックス
神奈川県横浜市都筑
区茅ヶ崎南

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 6,615,000 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度

超音波診断装置アップグレード
一式

独立行政法人労働者健康福祉
機構横浜労災病院
〒222-0036
神奈川県横浜市港北区小机町
3211
契約担当役　院長　藤原　研司

20.10.14

東芝メディカルシステ
ムズ（株）横浜支店
神奈川県横浜市西区
みなとみらい２－３－５

購入予定の物品は、現有器機に附属
するものであり、当該機器の納入業者
のみしか扱えないため、会計細則第52
条第6号に該当するため。

－ 1,900,000 － －

購入予定の物品は、現有器機
に附属するものであり、当該機
器の納入業者のみしか扱えな
いため。

平成21年度

病理組織検査業務

独立行政法人労働者健康福祉
機構横浜労災病院
〒222-0036
神奈川県横浜市港北区小机町
3211
契約担当役　院長　藤原　研司

20.11.7

株式会社エスアールエ
ル
東京都立川市曙町２丁
目４１－１９

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 27,476,715 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度
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契約名称及び内容
契約職等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約締結日
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業務方法書
又は会計規程等の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

移行困難な事由 移行予定年限 備　　考

検体検査支援業務

独立行政法人労働者健康福祉
機構横浜労災病院
〒222-0036
神奈川県横浜市港北区小机町
3211
契約担当役　院長　藤原　研司

20.12.1
（株）ランス
東京都江戸川区北小
岩６－２０－１４

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 948,698,685 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成23年度

横浜労災病院第二変電室直流
電源装置更新工事一式

独立行政法人労働者健康福祉
機構横浜労災病院
〒222-0036
神奈川県横浜市港北区小机町
3211
契約担当役　院長　藤原　研司

21.3.12
相鉄企業（株）
神奈川県横浜市西区
北幸２－９－１４

競争に付しても入札者が無かったた
め、会計細則第53条に該当するため。

－ 6,090,000 － －
競争に付しても入札者が無かっ
たため。

平成21年度

オージオメーター一台

独立行政法人労働者健康福祉
機構横浜労災病院
〒222-0036
神奈川県横浜市港北区小机町
3211
契約担当役　院長　藤原　研司

21.3.13
協和医科器械（株）
静岡県静岡市清水区
清水草薙北３－１８

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 2,231,250 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度

医事会計システムのＤＰＣ対応
作業

独立行政法人労働者健康福祉
機構燕労災病院
〒959-1228
新潟県燕市佐渡633
契約担当役　院長　田中　隆一

21.2.1

富士通㈱新潟支店
新潟県新潟市
中央区礎町通
二ノ町２０７７
朝日生命ビル

メーカー独自の仕様で製造されたもの
で、対応できる業者が他にいないため、
会計細則第52条第6号に該当するた
め。

－ 10,500,000 － －

当該作業は、システムのソフト
の変更であるため、開発メー
カーである富士通㈱以外は実
施することが不可能であるた
め。（なお、新潟県内における
富士通㈱の代理店は、当支店
のみである。）

平成21年度

誘発電位・筋電図検査装置購
入契約

独立行政法人労働者健康福祉
機構燕労災病院
〒959-1228
新潟県燕市佐渡633
契約担当役　院長　田中　隆一

20.10.22

㈱ジェイメディカル
新潟県新潟市　　　　東
区紫竹卸新町
１８０８－２２

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 5,080,425 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度
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契約名称及び内容
契約職等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約締結日
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業務方法書
又は会計規程等の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

移行困難な事由 移行予定年限 備　　考

電動油圧手術台購入契約

独立行政法人労働者健康福祉
機構燕労災病院
〒959-1228
新潟県燕市佐渡633
契約担当役　院長　田中　隆一

20.11.17

㈱源川医科器械
新潟県新潟市　　　中
央区東中通　　　　　　２
－２７９

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 4,947,180 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度

冷温水発生機点検整備・
チューブ清掃代（ＡＦ）

独立行政法人労働者健康福祉
機構浜松労災病院
〒430-8525
静岡県浜松市東区将監町25
契約担当役　院長　梶原　建熈

21.1.15
荏原冷熱システム㈱
東京都大田区羽田５－
１－１３

購入経過年数に比して、故障頻度が高
く、メーカー責任のもと保守させる必要
があり、会計細則第52条第6号に該当
するため。

－ 1,354,500 － －
購入経過年数に比して、故障頻
度が高く、メーカー責任のもと
保守させる必要があるため。

平成21年度

安全点検システム

独立行政法人労働者健康福祉
機構和歌山労災病院
〒640-8505
和歌山県和歌山市古屋435
契約担当役　院長　玉置　哲也

20.11.6
㈱大黒
和歌山県和歌山市手
平3丁目8番43号

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 2,415,000 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度

セントラルモニタ

独立行政法人労働者健康福祉
機構和歌山労災病院
〒640-8505
和歌山県和歌山市古屋435
契約担当役　院長　玉置　哲也

20.11.28
㈱大黒
和歌山県和歌山市手
平3丁目8番43号

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 16,695,000 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度

RI周辺機器一式

独立行政法人労働者健康福祉
機構和歌山労災病院
〒640-8505
和歌山県和歌山市古屋435
契約担当役　院長　玉置　哲也

20.11.26
㈱大黒
和歌山県和歌山市手
平3丁目8番43号

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 4,431,000 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度
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契約名称及び内容
契約職等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約締結日
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業務方法書
又は会計規程等の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

移行困難な事由 移行予定年限 備　　考

医局パーテーション設置工事

独立行政法人労働者健康福祉
機構和歌山労災病院
〒640-8505
和歌山県和歌山市古屋435
契約担当役　院長　玉置　哲也

20.12.4

㈱オフィスクリエーショ
ン
和歌山市美園町5丁目
9の1

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 7,297,500 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度

電解質溶液化TURシステム

独立行政法人労働者健康福祉
機構和歌山労災病院
〒640-8505
和歌山県和歌山市古屋435
契約担当役　院長　玉置　哲也

21.3.30
㈱大黒
和歌山県和歌山市手
平3丁目8番43号

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 3,584,732 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度

網膜電図ERG測定機・視覚誘
導電位VEP測定機

独立行政法人労働者健康福祉
機構和歌山労災病院
〒640-8505
和歌山県和歌山市古屋435
契約担当役　院長　玉置　哲也

21.3.30
東和産業㈱
大阪府大阪市東成区
東中本１－１７－１

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 3,314,850 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度

Ａ重油ＪＩＳ１種２号
１４４ＫＬ

独立行政法人労働者健康福祉
機構山口労災病院
〒756-0095
山口県山陽小野田市大字小野
田1315-４
契約担当役　院長　伊藤　治英

21.1.1
田中酸素株式会社
山口県宇部市大字妻
崎開作１５８７－１６

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 6,733,440 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度

灯油

独立行政法人労働者健康福祉
機構九州労災病院
〒800-0296
福岡県北九州市小倉南区葛原
高松1-3-1
契約担当役　院長　鳥巣　岳彦

21.2.1

㈱Ｐ・Ｄコーポレーショ
ン
福岡県北九州市八幡
西区熊手３－３－１２
丸善ビル２０３

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 6,405,000 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度
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契約名称及び内容
契約職等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約締結日
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業務方法書
又は会計規程等の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

移行困難な事由 移行予定年限 備　　考

与薬カート10台

独立行政法人労働者健康福祉
機構熊本労災病院
〒866-8533
熊本県八代市竹原町1670
契約担当役　院長　小川　道雄

20.10.31
アイティーアイ㈱
長崎県長崎市興善町６
－７

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 2,781,450 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度

Ａ重油

独立行政法人労働者健康福祉
機構熊本労災病院
〒866-8533
熊本県八代市竹原町1670
契約担当役　院長　小川　道雄

20.10.1
㈱Ｍｉｓｕｍｉ
鹿児島県鹿児島市卸
本町７－２０

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 4,379,760 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度

Ａ重油

独立行政法人労働者健康福祉
機構熊本労災病院
〒866-8533
熊本県八代市竹原町1670
契約担当役　院長　小川　道雄

20.11.1
吉村商事㈱
福岡県福岡市博多区
吉塚１－１３－７

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 3,810,240 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度

Ａ重油

独立行政法人労働者健康福祉
機構熊本労災病院
〒866-8533
熊本県八代市竹原町1670
契約担当役　院長　小川　道雄

20.12.1
吉村商事㈱
福岡県福岡市博多区
吉塚１－１３－７

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 5,402,250 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度

Ａ重油

独立行政法人労働者健康福祉
機構熊本労災病院
〒866-8533
熊本県八代市竹原町1670
契約担当役　院長　小川　道雄

21.1.1
吉村商事㈱
福岡県福岡市博多区
吉塚１－１３－７

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 3,943,380 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度
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契約名称及び内容
契約職等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約締結日
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業務方法書
又は会計規程等の根拠条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

移行困難な事由 移行予定年限 備　　考

麻酔器

独立行政法人労働者健康福祉
機構熊本労災病院
〒866-8533
熊本県八代市竹原町1670
契約担当役　院長　小川　道雄

21.1.30
アイティーアイ㈱
長崎県長崎市興善町６
－７

再度の入札をしても落札者がなかった
ことから、会計細則第53条に該当する
ため。

－ 3,181,500 － －
再度の入札をしても落札者がな
かったため。

平成21年度

〔記載要領〕
１．本表は、「随意契約見直し計画」の対象となっている契約を対象とすること。
２．本表は、平成20年度に締結した契約のうち、平成21年度以降に競争性のある契約への移行予定のものについて、当該契約ごとに記載すること。
３．本表は、「公共調達の適正化について」（平成18年8月25日付財計第2017号）記３．の記載方法に準じて記載すること。
４．「移行困難な事由」欄は、平成20年度に競争性のある契約に移行できなかった事由を記載することとし、「移行予定年限」欄は、平成21年度以降の具体的な移行予定年限（例：平成21年度）を記載すること。
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