【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(独立行政法人名：労働者健康福祉機構）

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

平成２１年度タクシー提供使用

独立行政法人労働者健康福祉機構本
部
〒212-0013
神奈川県川崎市幸区堀川町580
契約担当役 理事 石川 勝一

平成21年4月1日

東京私鉄自動車協同組合
東京都渋谷区東３-２１-１０

認可で定められた料金で競争性がな
い運送業務であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

－

平成２１年度タクシー提供使用

独立行政法人労働者健康福祉機構本
部
〒212-0013
神奈川県川崎市幸区堀川町580
契約担当役 理事 石川 勝一

平成21年4月1日

認可で定められた料金で競争性がな
東京都個人タクシー協同組合
い運送業務であることから、会計細則
東京都中野区弥生町5-6-6
第52条第6号に該当するため。

レセプト点検業務

独立行政法人労働者健康福祉機構北
海道中央労災病院せき損センター
〒072-0015
北海道美唄市東４条南１-３-１
契約担当役 院長 安田 慶秀

業務効率化、充実化及び委託費の削
減を図るため、個々の業務内容を見直
（株）ニチイ学館
し等に要する期間、契約締結・実施ま
平成21年4月1日 東京都千代田区神田駿河台2
でに要する時間を考慮し、3ヶ月間の
丁目9番地
延長契約としたことから、会計細則第
52条第6号に該当するため。

給食業務

独立行政法人労働者健康福祉機構北
海道中央労災病院せき損センター
〒072-0015
北海道美唄市東４条南１-３-１
契約担当役 院長 安田 慶秀

日清医療食品（株）
北海道札幌市北区北7条西1
平成21年4月1日
丁目2番地6 ＮＳＳニュース
テージ札幌6階

業務効率化、充実化及び委託費の削
減を図るため、個々の業務内容を見直
し等に要する期間、契約締結・実施ま
でに要する時間を考慮し、3ヶ月間の
延長契約としたことから、会計細則第
52条第6号に該当するため。

メディカルクラーク

独立行政法人労働者健康福祉機構北
海道中央労災病院せき損センター
〒072-0015
北海道美唄市東４条南１-３-１
契約担当役 院長 安田 慶秀

（株）オアシスＭＳＣ
神奈川県川崎市幸区堀川町
平成21年4月1日
580番地ソリッドスクエア西館
10館

業務効率化、充実化及び委託費の削
減を図るため、個々の業務内容を見直
し等に要する期間、契約締結・実施ま
でに要する時間を考慮し、3ヶ月間の
延長契約としたことから、会計細則第
52条第6号に該当するため。

－

1,758,750

医事課業務

独立行政法人労働者健康福祉機構北
海道中央労災病院せき損センター
〒072-0015
北海道美唄市東４条南１-３-１
契約担当役 院長 安田 慶秀

（株）オアシスＭＳＣ
神奈川県川崎市幸区堀川町
平成21年4月1日
580番地ソリッドスクエア西館
10館

業務効率化、充実化及び委託費の削
減を図るため、個々の業務内容を見直
し等に要する期間、契約締結・実施ま
でに要する時間を考慮し、3ヶ月間の
延長契約としたことから、会計細則第
52条第6号に該当するため。

－

4,349,301

契約名称及び内容

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
又は会計規程等の根拠条文及び理由

1／30

落札率

再就職の
役員の数

6,955,200

－

－

認可で定められた料金で競争性が
ない運送業務であるため。

平成22年度

－

1,364,280

－

－

認可で定められた料金で競争性が
ない運送業務であるため。

平成22年度

－

1,118,739

－

－

業務効率化、充実化及び委託費の
削減を図るため、個々の業務内容を
見直し等に要する期間、契約締結・
実施までに要する時間を考慮し、3ヶ
月間の延長契約としたため。

平成22年度

－

業務効率化、充実化及び委託費の
削減を図るため、個々の業務内容を
見直し等に要する期間、契約締結・
実施までに要する時間を考慮し、3ヶ
月間の延長契約としたため。

平成22年度

－

－

業務効率化、充実化及び委託費の
削減を図るため、個々の業務内容を
見直し等に要する期間、契約締結・
実施までに要する時間を考慮し、3ヶ
月間の延長契約としたため。

平成22年度

－

－

業務効率化、充実化及び委託費の
削減を図るため、個々の業務内容を
見直し等に要する期間、契約締結・
実施までに要する時間を考慮し、3ヶ
月間の延長契約としたため。

平成22年度

予定価格

－

契約金額

4,312,350

－

移行困難な事由

移行予定年限

備
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【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
又は会計規程等の根拠条文及び理由

会計窓口業務

独立行政法人労働者健康福祉機構北
海道中央労災病院せき損センター
〒072-0015
北海道美唄市東４条南１-３-１
契約担当役 院長 安田 慶秀

（株）北洋銀行
平成21年4月1日 北海道美唄市大通西1条南2
丁目1-7

電気代

独立行政法人労働者健康福祉機構北
海道中央労災病院せき損センター
〒072-0015
北海道美唄市東４条南１-３-１
契約担当役 院長 安田 慶秀

電気

当院の会計窓口業務、両替、振込受
付等を行っているため他業者では不可
能なことから、会計細則第52条第6号
に該当するため。

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

－

2,520,000

－

－

当院の会計窓口業務、両替、振込受
付等を行っているため他業者では不
可能なため。

平成22年度

北海道電力（株）
契約相手が唯一であることから、会計
平成21年4月1日 札幌市中央区大通東１丁目2
細則第52条第6号に該当するため。
番地

－

37,218,070

－

－

契約相手が唯一であるため。

平成22年度

独立行政法人労働者健康福祉機構北
海道中央労災病院
〒068-0004
北海道岩見沢市４条東16-５
契約担当役 院長 木村 清延

北海道電力（株）岩見沢支店
平成21年4月1日 北海道岩見沢市9条西1丁目
12番地

契約相手が唯一であることから、会計
細則第52条第6号に該当するため。

－

40,305,535

－

－

契約相手が唯一であるため。

平成22年度

電気料

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

北海道電力（株）
平成21年4月1日 北海道釧路市幸町8丁目1番
地

供給可能な業者が他にいないことか
ら、会計細則第52条第6号に該当する
ため。

－

83,114,388

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

ガス料

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

平成21年4月1日

供給可能な業者が他にいないことか
釧路ガス（株）
ら、会計細則第52条第6号に該当する
北海道釧路市寿4丁目1番2号
ため。

－

1,072,821

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

電話料

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

東日本電信電話（株）
供給可能な業者が他にいないことか
平成21年4月1日 北海道札幌市白石区本通8丁 ら、会計細則第52条第6号に該当する
目南1-37
ため。

－

1,548,043

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

2／30

備

考

【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
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

携帯電話

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

（株）ＮＴＴドコモ北海道
現在履行中の契約があり、他の業者
平成21年4月1日 北海道札幌市中央区北1条14 に分割出来ないことから、会計細則第
丁目6番地
52条第2号に該当するため。

－

2,090,757

－

－

現在履行中の契約があり、他の業
者に分割出来ないため。

平成22年度

ＳＰＤ

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

入札を執行したが次期業者の準備が
（株）日本ホスピタルサービス
間に合わず、原契約の契約期間を延
平成21年4月1日 東京都千代田区大手町２丁目
長したことから、会計細則第52条第1
６番２号
項に該当するため。

－

185,561,786

－

－

入札を執行したが次期業者の準備
が間に合わず、原契約の契約期間
を延長したため。

平成22年度

電気料

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

病院施設の運営上、緊急災害時にお
いても安定した電力供給が補償される
東北電力（株）
業者との契約が必須であり、当該業者
平成21年4月1日 宮城県仙台市青葉区本町１丁
以外に条件を満たすことができる業者
目７番１号
がいないことから、会計細則第52条第
6号に該当するため。

－

102,307,170

－

－

病院施設の運営上、緊急災害時に
おいても安定した電力供給が補償さ
れる業者との契約が必須であり、当
該業者以外に条件を満たすことがで
きる業者がいないため。

平成22年度

ガス料

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

ボイラー設備運転等、施設運営のため
八戸ガス（株）
のガスの購入契約であり、供給可能な
平成21年4月1日 青森県八戸市沼館３丁目６－
業者が他にいないことから、会計細則
４８
第52条第6号に該当するため。

－

1,901,962

－

－

ボイラー設備運転等、施設運営のた
めのガスの購入契約であり、供給可
能な業者が他にいないため。

平成22年度

電信電話料（ＰＨＳ）

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

（株）ウィルコム
供給可能な業者が他にいないことか
平成21年4月1日 東京都港区虎ノ門３丁目４番７ ら、会計細則第52条第6号に該当する
号
ため。

－

1,708,098

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）クラヤ三星堂
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 宮城県仙台市宮城野区扇町３
あることから、会計細則第52条第4号
－５－２２
に該当するため。

－

4,385,152

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

独立行政法人労働者健康福祉機構東
北労災病院
リュープリンキット3.75ｍｇ他108品
〒981-8563
目
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

3／30

備

考

【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
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

カルスロット錠20ｍｇ他318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

（株）恒和薬品
平成21年4月1日 宮城県仙台市泉区市名坂字
山岸５０－２

随意契約によるときは時価に比べて著
しく有利な価格で契約出来る見込みで
あることから、会計細則第52条第4号
に該当するため。

－

22,125,090

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

クラリチン10ｍｇ他349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

（株）スズケン
平成21年4月1日 宮城県仙台市太白区茂庭字
人来田西７６

随意契約によるときは時価に比べて著
しく有利な価格で契約出来る見込みで
あることから、会計細則第52条第4号
に該当するため。

－

17,440,949

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

トランコロン錠7.5ｍｇ他65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

随意契約によるときは時価に比べて著
東邦薬品（株）
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 宮城県仙台市宮城野区新田２
あることから、会計細則第52条第4号
－１７－４５
に該当するため。

－

2,192,576

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

グルファスト錠10ｍｇ他451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

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）バイタルネット
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 宮城県仙台市青葉区大手町１
あることから、会計細則第52条第4号
－１
に該当するため。

－

38,868,401

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

コロネル錠500ｍｇ他351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

（株）マルタケ
平成21年4月1日 宮城県仙台市宮城野区日の
出町１－６－３０

随意契約によるときは時価に比べて著
しく有利な価格で契約出来る見込みで
あることから、会計細則第52条第4号
に該当するため。

－

14,052,422

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

ガス料

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

ボイラー設備運転等、施設運営のため
仙台市
のガスの購入契約であり、供給可能な
平成21年4月1日 宮城県仙台市宮城野区幸町５
業者が他にいないことから、会計細則
－１３－１
第52条第6号に該当するため。

－

84,503,569

－

－

ボイラー設備運転等、施設運営のた
めのガスの購入契約であり、供給可
能な業者が他にいないため。

平成22年度
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【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
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

平成22年度

電気料

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

病院施設の運営上、緊急災害時にお
いても安定した電力供給が補償される
（株）東北電力
業者との契約が必須であり、当該業者
平成21年4月1日 宮城県仙台市青葉区本町１－
以外に条件を満たすことができる業者
７－１
がいないことから、会計細則第52条第
6号に該当するため。

－

114,185,186

－

－

病院施設の運営上、緊急災害時に
おいても安定した電力供給が補償さ
れる業者との契約が必須であり、当
該業者以外に条件を満たすことがで
きる業者がいないため。

タクシー代

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

タクシーチケットサービス（株） 認可で定められた料金で競争性がな
平成21年4月1日 仙台市宮城野区鉄砲町９５－ い運送業務であることから、会計細則
２
第52条第6号に該当するため。

－

8,324,410

－

－

認可で定められた料金で競争性が
ない運送業務であるため。

平成22年度

タクシー代

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

（株）青葉タクシー
認可で定められた料金で競争性がな
平成21年4月1日 宮城県仙台市宮城野区田子１ い運送業務であることから、会計細則
－８－４５
第52条第6号に該当するため。

－

6,287,540

－

－

認可で定められた料金で競争性が
ない運送業務であるため。

平成22年度

電気需給

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

平成24年度

固定電話回線

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

平成21年4月1日

電気料

独立行政法人労働者健康福祉機構福
島労災病院
〒973-8403
福島県いわき市内郷綴町沼尻３
契約担当役 院長 大和田 憲司

東北電力（株）
平成21年4月1日
秋田県大館市字長倉126

病院施設の運営上、緊急災害時にお
いても安定した電力供給が補償される
業者との契約が必須であり、当該業者
以外に条件を満たすことができる業者
がいないことから、会計細則第52条第
6号に該当するため。

－

117,445,680

－

－

病院施設の運営上、緊急災害時に
おいても安定した電力供給が補償さ
れる業者との契約が必須であり、当
該業者以外に条件を満たすことがで
きる業者がいないため。

ソフトバンクテレコム（株）
東京都港区東新橋1-9-1

自動更新契約の継続であることから、
会計細則第52条第6号に該当するた
め。

－

1,088,337

－

－

自動更新契約の継続であるため。

平成22年度

病院施設の運営上、緊急災害時にお
いても安定した電力供給が補償される
東北電力（株）
業者との契約が必須であり、当該業者
平成21年4月1日 福島県いわき市平字作町１－
以外に条件を満たすことができる業者
５－１
がいないことから、会計細則第52条第
6号に該当するため。

－

85,647,991

－

－

病院施設の運営上、緊急災害時に
おいても安定した電力供給が補償さ
れる業者との契約が必須であり、当
該業者以外に条件を満たすことがで
きる業者がいないため。

平成22年度
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【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
又は会計規程等の根拠条文及び理由

タクシー提供契約

独立行政法人労働者健康福祉機構福
島労災病院
〒973-8403
福島県いわき市内郷綴町沼尻３
契約担当役 院長 大和田 憲司

（有）内郷タクシー
平成21年4月1日 福島県いわき市内郷綴町川
原田３５－１

電気料契約

独立行政法人労働者健康福祉機構鹿
島労災病院
〒314-0343
茨城県神栖市土合本町１-9108-２
契約担当役 院長 守屋 秀繁

平成21年4月1日

ガス料契約

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

認可で定められた料金で競争性がな
い運送業務であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

－

3,742,460

－

－

認可で定められた料金で競争性が
ない運送業務であるため。

平成22年度

供給可能な業者が他にいないことか
東京電力（株）
ら、会計細則第52条第6号に該当する
東京都品川区西五反田5-3-1
ため。

－

44,327,782

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

独立行政法人労働者健康福祉機構鹿
島労災病院
〒314-0343
茨城県神栖市土合本町１-9108-２
契約担当役 院長 守屋 秀繁

東部液化石油（株）
供給可能な業者が他にいないことか
平成21年4月1日 東京都中央区日本橋箱崎町７ ら、会計細則第52条第6号に該当する
番１号
ため。

－

1,534,426

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

電話料契約

独立行政法人労働者健康福祉機構鹿
島労災病院
〒314-0343
茨城県神栖市土合本町１-9108-２
契約担当役 院長 守屋 秀繁

東日本電信電話
供給可能な業者が他にいないことか
平成21年4月1日 東京都新宿区西新宿３－１９ ら、会計細則第52条第6号に該当する
－２
ため。

－

1,631,990

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

歯科技工業務

独立行政法人労働者健康福祉機構鹿
島労災病院
〒314-0343
茨城県神栖市土合本町１-9108-２
契約担当役 院長 守屋 秀繁

専門の技術を要する業務であり、技
術・能力等から当院の要求を満たすこ
ヤオイデンタル
平成21年4月1日
とが出来るのはこの業者以外いないこ
茨城県神栖市波崎７５５０－２
とから、会計細則第52条第6号に該当
するため。

－

2,009,385

－

－

専門の技術を要する業務であり、技
術・能力等から当院の要求を満たす
ことが出来るのはこの業者以外いな
いため。

平成22年度

歯科技工業務

独立行政法人労働者健康福祉機構鹿
島労災病院
〒314-0343
茨城県神栖市土合本町１-9108-２
契約担当役 院長 守屋 秀繁

専門の技術を要する業務であり、技
シラトセラミスト
術・能力等から当院の要求を満たすこ
平成21年4月1日 千葉県銚子市清川町２－７－ とが出来るのはこの業者以外いないこ
１８
とから、会計細則第52条第6号に該当
するため。

－

1,971,018

－

－

専門の技術を要する業務であり、技
術・能力等から当院の要求を満たす
ことが出来るのはこの業者以外いな
いため。

平成22年度
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【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
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

－

－

専門の技術を要する業務であり、技
術・能力等から当院の要求を満たす
ことが出来るのはこの業者以外いな
いため。

平成22年度

平成22年度

独立行政法人労働者健康福祉機構鹿
島労災病院
〒314-0343
茨城県神栖市土合本町１-9108-２
契約担当役 院長 守屋 秀繁

専門の技術を要する業務であり、技
釜形歯研
術・能力等から当院の要求を満たすこ
平成21年4月1日 千葉県銚子市豊里台３丁目１ とが出来るのはこの業者以外いないこ
１１０－２５０
とから、会計細則第52条第6号に該当
するため。

独立行政法人労働者健康福祉機構東
京労災病院
カルテ・レントゲンフィルム保管業
〒143-0013
務
東京都大田区大森南４-13-21
契約担当役 院長 野村 和弘

入院・外来カルテ及びＸ線フィルムの
預け入れ保管業務であり、必要時にお
ける抽出業務である。また、当該業務
鴻池メディカル（株）
平成21年4月1日
は個人の守秘義務を求められる業務
東京都中央区銀座６－１１－５
のため、継続委託する事が適切である
と判断したことから、会計細則第52条
第6号に該当するため。

－

6,174,320

－

－

入院・外来カルテ及びＸ線フィルムの
預け入れ保管業務であり、必要時に
おける抽出業務である。また、当該
業務は個人の守秘義務を求められ
る業務のため、継続委託する事が適
切であると判断したため。

（株）臨港交通
認可で定められた料金で競争性がな
平成21年4月1日 神奈川県川崎市幸区北加瀬３ い運送業務であることから、会計細則
丁目１６番８号
第52条第6号に該当するため。

－

14,702,290

－

－

認可で定められた料金で競争性が
ない運送業務であるため。

平成22年度

平成22年度

歯科技工業務

タクシー提供契約

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11
契約担当役 院長 調所 廣之

－

3,536,400

当該業務は、勤労者からの相談に電
話で対応するカウンセリング業務であ
（社）日本産業カウンセラー協
り、専門性と経験、知識を必要とする
平成21年4月1日 会
のみならず、同一の相談者に対する継
東京都港区芝大門1-1-35
続性も必要とされることから、会計細
則第52条第6号に該当するため。

－

12,478,620

－

－

当該業務は、勤労者からの相談に
電話で対応するカウンセリング業務
であり、専門性と経験、知識を必要と
するのみならず、同一の相談者に対
する継続性も必要とされため。

電話料

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

東日本電信電話（株）
供給可能な業者が他にいないことか
平成21年4月1日 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ ら、会計細則第52条第6号に該当する
谷4-2-20
ため。

－

4,565,063

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

国内電話割引通話料

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

随意契約によるときは時価に比べて著
フュージョンコミュニケーション
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 ズ（株）
あることから、会計細則第52条第4号
東京都千代田区大手町2-2-1
に該当するため。

－

2,971,670

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

独立行政法人労働者健康福祉機構横
浜労災病院
「勤労者心の電話相談」対応業務 〒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
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【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(独立行政法人名：労働者健康福祉機構）

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

タクシー利用料

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

平成21年4月1日

電力需給契約

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 宮下 薫

東北電力（株）新潟県央営業
平成21年4月1日 所
新潟県三条市旭町1-11-2

ガス単価契約

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 宮下 薫

平成21年4月1日

契約名称及び内容

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
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

認可で定められた料金で競争性がな
い運送業務であることから、会計細則
第52条第6号に該当するため。

－

18,784,680

－

－

認可で定められた料金で競争性が
ない運送業務であるため。

平成22年度

供給可能な業者が他にいないことか
ら、会計細則第52条第6号に該当する
ため。

－

54,033,000

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

供給可能な業者が他にいないことか
ら、会計細則第52条第6号に該当する
ため。

－

28,940,980

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

眼内レンズ他

独立行政法人労働者健康福祉機構新
潟労災病院
〒942-8502
新潟県上越市東雲町１-７-12
契約担当役 院長 酒井 邦夫

（株）日本ホスピタルサービス 時価に比べて著しく有利な価格で契約
平成21年4月1日 東京都千代田区大手町２－６ できる見込みがあることから、会計細
－２ 日本ビル５階
則第52条第4号に該当するため

－

424,902,818

－

－

時価に比べて著しく有利な価格で契
約できる見込みがあるため

平成22年度

酵素系洗浄剤他

独立行政法人労働者健康福祉機構新
潟労災病院
〒942-8502
新潟県上越市東雲町１-７-12
契約担当役 院長 酒井 邦夫

（株）日本ホスピタルサービス 時価に比べて著しく有利な価格で契約
平成21年4月1日 東京都千代田区大手町２－６ できる見込みがあることから、会計細
－２ 日本ビル５階
則第52条第4号に該当するため

－

212,189,245

－

－

時価に比べて著しく有利な価格で契
約できる見込みがあるため

平成22年度

ピュアラビング他

独立行政法人労働者健康福祉機構新
潟労災病院
〒942-8502
新潟県上越市東雲町１-７-12
契約担当役 院長 酒井 邦夫

ジェイメディカル（株）
平成21年4月1日 新潟県新潟市東区紫竹卸新
町１８０８番地２２

随意契約によるときは時価に比べて著
しく有利な価格で契約出来る見込みで
あることから、会計細則第52条第4号
に該当するため。

－

12,890,499

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

金港交通（株）
横浜市港北区新横浜1-5-3

白根ガス（株）
新潟県燕市水道町4-2-4
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【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
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

テーパードアバットメントカラー他

独立行政法人労働者健康福祉機構新
潟労災病院
〒942-8502
新潟県上越市東雲町１-７-12
契約担当役 院長 酒井 邦夫

（株）インプラテックス
インプラントのメーカーであり、当該業
平成21年4月1日 東京都荒川区西日暮里２－３ 者以外納入出来ないことから、会計細
３－１９ＹＤＭ日暮里ビル
則第52条第6項に該当するため。

－

12,445,126

－

－

インプラントのメーカーであり、当該
業者以外納入出来ないため。

平成22年度

ビーエスエスプラス他

独立行政法人労働者健康福祉機構新
潟労災病院
〒942-8502
新潟県上越市東雲町１-７-12
契約担当役 院長 酒井 邦夫

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）メディセオ
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 東京都中央区八重洲二丁目７
あることから、会計細則第52条第4号
番１５号
に該当するため。

－

4,818,546

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

バッグ交換キッド他

独立行政法人労働者健康福祉機構新
潟労災病院
〒942-8502
新潟県上越市東雲町１-７-12
契約担当役 院長 酒井 邦夫

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）バイタルネット
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 宮城県仙台市青葉区大手町１
あることから、会計細則第52条第4号
番１号
に該当するため。

－

12,486,508

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

電気料

独立行政法人労働者健康福祉機構新
潟労災病院
〒942-8502
新潟県上越市東雲町１-７-12
契約担当役 院長 酒井 邦夫

病院施設の運営上、緊急災害時にお
いても安定した電力供給が補償される
東北電力（株）上越営業所
業者との契約が必須であり、当該業者
平成21年4月1日 新潟県上越市大町２丁目２番
以外に条件を満たすことができる業者
２４号
がいないことから、会計細則第52条第
6号に該当するため。

－

37,759,889

－

－

病院施設の運営上、緊急災害時に
おいても安定した電力供給が補償さ
れる業者との契約が必須であり、当
該業者以外に条件を満たすことがで
きる業者がいないため。

平成22年度

ガス料金

独立行政法人労働者健康福祉機構新
潟労災病院
〒942-8502
新潟県上越市東雲町１-７-12
契約担当役 院長 酒井 邦夫

施設運営のためのガスの購入契約で
上越市ガス水道局
あり、供給可能な業者が他にいないこ
平成21年4月1日 新潟県上越市木田１丁目１－
とから、会計細則第52条第6号に該当
３
するため。

－

2,981,239

－

－

施設運営のためのガスの購入契約
であり、供給可能な業者が他にいな
いため。

平成22年度

会計窓口出納業務

独立行政法人労働者健康福祉機構富
山労災病院
〒937-0042
富山県魚津市六郎丸992
契約担当役 院長 三輪 晃一

当該業務は会計窓口における収納業
務から当院の普通預金口座への入金
（株）富山銀行魚津支店
までの一連業務である。当院取引銀行
平成21年4月1日
富山県高岡市守山町２２番地 は当該業者のみであり、信頼性及び
業務の効率性の観点からも、会計細
則第52条第6項に該当するため。

－

1,071,000

－

－

当該業務は会計窓口における収納
業務から当院の普通預金口座への
入金までの一連業務である。当院取
引銀行は当該業者のみであるため。

平成22年度
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【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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

勤労者心の電話相談業務

独立行政法人労働者健康福祉機構富
山労災病院
〒937-0042
富山県魚津市六郎丸992
契約担当役 院長 三輪 晃一

当該業務は、勤労者からの相談に電
話で対応するカウンセリング業務であ
（社）日本産業カウンセラー協
り、専門性と経験、知識を必要とする
平成21年4月1日 会
のみならず、同一の相談者に対する継
東京都港区芝大門1-1-35
続性も必要とされることから、会計細
則第52条第6号に該当するため。

－

4,153,842

フェイスタオル賃借料

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

（株）レンティック中部
衛生管理上、当該業務について対応
平成21年4月1日 静岡県浜松市中区高林5丁目 可能な業者が他にいないことから、会
7番13号
計細則第52条第6号に該当するため。

－

ガス料金

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

ボイラー設備運転等、施設運営のため
中部ガス㈱
のガスの購入契約であり、供給可能な
平成21年4月1日 静岡県浜松市東区西塚町200
業者が他にいないことから、会計細則
番地
第52条第6号に該当するため。

－

電気料金

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

病院施設の運営上、緊急災害時にお
いても安定した電力供給が補償される
中部電力㈱
業者との契約が必須であり、当該業者
平成21年4月1日 静岡県浜松市中区鴨江町22以外に条件を満たすことができる業者
1
がいないことから、会計細則第52条第
6号に該当するため。

－

64,724,201

ガス供給

独立行政法人労働者健康福祉機構中
部労災病院
〒455-8530
愛知県名古屋市港区港明１-10-６
契約担当役 院長 堀田 饒

平成21年4月1日

供給可能な業者が他にいないことか
東邦瓦斯（株）
ら、会計細則第52条第6号に該当する
名古屋市熱田区桜田町19-18
ため。

－

電力供給

独立行政法人労働者健康福祉機構中
部労災病院
〒455-8530
愛知県名古屋市港区港明１-10-６
契約担当役 院長 堀田 饒

中部電力（株）
平成21年4月1日 名古屋市港区当知三丁目
2601番地

病院施設の運営上、緊急災害時にお
いても安定した電力供給が補償される
業者との契約が必須であり、当該業者
以外に条件を満たすことができる業者
がいないことから、会計細則第52条第
6号に該当するため。

－

契約締結日

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
又は会計規程等の根拠条文及び理由
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予定価格

再就職の
役員の数

移行困難な事由

移行予定年限

－

－

当該業務は、勤労者からの相談に
電話で対応するカウンセリング業務
であり、専門性と経験、知識を必要と
するのみならず、同一の相談者に対
する継続性も必要とされため。

平成22年度

1,309,770

－

－

衛生管理上、当該業務について対
応可能な業者が他にいないため。

平成22年度

59,380,616

－

－

ボイラー設備運転等、施設運営のた
めのガスの購入契約であり、供給可
能な業者が他にいないため。

平成22年度

－

－

病院施設の運営上、緊急災害時に
おいても安定した電力供給が補償さ
れる業者との契約が必須であり、当
該業者以外に条件を満たすことがで
きる業者がいないため。

平成22年度

282,780,000

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

117,467,980

－

－

病院施設の運営上、緊急災害時に
おいても安定した電力供給が補償さ
れる業者との契約が必須であり、当
該業者以外に条件を満たすことがで
きる業者がいないため。

平成22年度

契約金額

落札率

備

考

【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
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

電話料

独立行政法人労働者健康福祉機構旭
労災病院
〒488-8585
愛知県尾張旭市平子町北61
契約担当役 院長 勝屋 弘忠

西日本電信電話（株）
電信電話料であり、相手先が一に限ら
平成21年4月1日 名古屋市中区大須四丁目9番 れることから、会計細則第52条第6号
60号
に該当するため。

－

2,257,410

－

－

電信電話料であり、相手先が一に限
られるため。

平成22年度

ＣＡＤＤミニキャップキット他59品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）ＭＭコーポレーション
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 東京都文京区西片１丁目１５
あることから、会計細則第52条第4号
番１９号
に該当するため。

－

4,891,294

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

セーフシース他47品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

（株）メドケア
平成21年4月1日 大阪市中央区淡路町1丁目3
番14号

随意契約によるときは時価に比べて著
しく有利な価格で契約出来る見込みで
あることから、会計細則第52条第4号
に該当するため。

－

21,390,559

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

笑気ガス他19品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）エア・リキード阪神
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 兵庫県尼崎市南塚口町4丁目
あることから、会計細則第52条第4号
3-23
に該当するため。

－

4,132,402

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

セーフシース他402品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

平成21年4月1日

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）エムアイディ
しく有利な価格で契約出来る見込みで
大阪府吹田市広芝町１４－１８ あることから、会計細則第52条第4号
に該当するため。

－

66,611,364

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

眼内レンズ他4品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）コダマメディカル
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 東京都豊島区南池袋２－３０
あることから、会計細則第52条第4号
－８
に該当するため。

－

21,622,700

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度
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【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
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

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
メディキットスーパーシース他732
〒591-8025
品
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）ダテ・メディカルサービス
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 京都府京都市伏見区竹田真
あることから、会計細則第52条第4号
幡木町４－１
に該当するため。

－

91,697,819

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

ダイアライザー他38品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）ムサシエンジニアリング
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 大阪府高石市西取石５－１１
あることから、会計細則第52条第4号
－４３
に該当するため。

－

5,249,811

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

エラテックス他145品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
宮野医療器（株）
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 兵庫県神戸市中央区楠町５丁
あることから、会計細則第52条第4号
目４番８号
に該当するため。

－

5,212,541

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

エラスコット他1453品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

小西医療器（株）
平成21年4月1日 大阪府大阪市中央区内淡路
町２丁目１番５号

随意契約によるときは時価に比べて著
しく有利な価格で契約出来る見込みで
あることから、会計細則第52条第4号
に該当するため。

－

159,440,021

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

画像記録用ドライフィルム他3品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）セイコーメディカル
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 和歌山県和歌山市築港６丁目
あることから、会計細則第52条第4号
９番地１０
に該当するため。

－

17,754,828

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

スキンクロージャー他262品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

村中医療器（株）
平成21年4月1日 大阪府大阪市中央区東高麗
橋４番１５号

随意契約によるときは時価に比べて著
しく有利な価格で契約出来る見込みで
あることから、会計細則第52条第4号
に該当するため。

－

14,176,886

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

12／30

備

考

【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
シンプレックス骨セメント他1073品 〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

契約締結日

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
又は会計規程等の根拠条文及び理由

日光医科器械（株）
平成21年4月1日 大阪府大阪市阿倍野区阪南
町３－６－８

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

随意契約によるときは時価に比べて著
しく有利な価格で契約出来る見込みで
あることから、会計細則第52条第4号
に該当するため。

－

82,327,321

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

オプチクリック他29品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

平成21年4月1日

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）メディセオメディカル
しく有利な価格で契約出来る見込みで
大阪府吹田市南吹田5-19-26 あることから、会計細則第52条第4号
に該当するため。

－

1,867,376

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

眼内レンズ他5品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）エクスター
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 大阪府大阪市淀川区西中島３
あることから、会計細則第52条第4号
－１４－２０－４０２
に該当するため。

－

24,451,115

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

サンプチューブ他20品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

（株）アダチ
平成21年4月1日 大阪府大阪市中央区内平野
町３－２－１０

随意契約によるときは時価に比べて著
しく有利な価格で契約出来る見込みで
あることから、会計細則第52条第4号
に該当するため。

－

3,458,554

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

インセパック他42品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）メディセオ
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 東京都中央区八重洲２－７－
あることから、会計細則第52条第4号
１５
に該当するため。

－

3,128,243

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

ＡＶＤインサート他41品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）ダテ・メディカルサービス
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 京都府京都市伏見区竹田真
あることから、会計細則第52条第4号
幡木町４－１
に該当するため。

－

6,181,753

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

13／30

備

考

【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
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

バラッケ開瞼器他51品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）エクスター
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 大阪府大阪市淀川区西中島３
あることから、会計細則第52条第4号
－１４－２０－４０２
に該当するため。

－

21,668,177

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

ハロゲンランプ他37品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
（有）岡田医療器
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 大阪府岸和田市西之内町６０
あることから、会計細則第52条第4号
－１５
に該当するため。

－

7,407,272

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

サイトピック他235品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
宮野医療器（株）
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 兵庫県神戸市中央区楠町５丁
あることから、会計細則第52条第4号
目４番８号
に該当するため。

－

14,074,163

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

ＴＨＲパック他350品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

小西医療器（株）
平成21年4月1日 大阪府大阪市中央区内淡路
町２丁目１番５号

随意契約によるときは時価に比べて著
しく有利な価格で契約出来る見込みで
あることから、会計細則第52条第4号
に該当するため。

－

53,642,990

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

シェアーカット他217品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

村中医療器（株）
平成21年4月1日 大阪府大阪市中央区東高麗
橋４番１５号

随意契約によるときは時価に比べて著
しく有利な価格で契約出来る見込みで
あることから、会計細則第52条第4号
に該当するため。

－

14,643,516

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

オフサルミックナイフ他53品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

日光医科器械（株）
平成21年4月1日 大阪府大阪市阿倍野区阪南
町３－６－８

随意契約によるときは時価に比べて著
しく有利な価格で契約出来る見込みで
あることから、会計細則第52条第4号
に該当するため。

－

7,011,915

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

14／30

備

考

【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(独立行政法人名：労働者健康福祉機構）

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 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
又は会計規程等の根拠条文及び理由

予定価格

落札率

再就職の
役員の数

移行困難な事由

移行予定年限

ゲートウェイYアダプター他2品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

平成21年4月1日

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）エムアイディ
しく有利な価格で契約出来る見込みで
大阪府吹田市広芝町１４－１８ あることから、会計細則第52条第4号
に該当するため。

－

1,638,296

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

心電図記録紙他25品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
フクダ電子（株）
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 大阪府堺市堺区大町西１－１
あることから、会計細則第52条第4号
－２５
に該当するため。

－

1,640,682

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

メッキンバック他37品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

（株）やよい
平成21年4月1日 大阪府堺市西区浜寺船尾町
西４－３７４－２

随意契約によるときは時価に比べて著
しく有利な価格で契約出来る見込みで
あることから、会計細則第52条第4号
に該当するため。

－

1,763,023

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

イムノガード他103品（試薬）

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）メディセオ
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 東京都中央区八重洲２－７－
あることから、会計細則第52条第4号
１５
に該当するため。

－

10,666,295

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
グルテストセンサー他10品（試薬） 〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）スズケン
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 大阪府堺市南区若松台３－１
あることから、会計細則第52条第4号
－４
に該当するため。

－

6,791,161

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）関薬
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 大阪府大阪市西区京町堀１丁
あることから、会計細則第52条第4号
目１２番３０号
に該当するため。

－

3,990,114

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

契約名称及び内容

マーキングダイ他85品（試薬）
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契約金額

備

考

【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
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

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
グラム染色液パイフェル液他26品
〒591-8025
（試薬）
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

平成21年4月1日

不二化学薬品
兵庫県尼崎市額田町３－１

随意契約によるときは時価に比べて著
しく有利な価格で契約出来る見込みで
あることから、会計細則第52条第4号
に該当するため。

－

2,888,640

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

5Cｺﾝﾄﾛｰﾙ他7品（試薬）

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

平成21年4月1日

随意契約によるときは時価に比べて著
木村製作所
しく有利な価格で契約出来る見込みで
大阪市北区天満3丁目2番2号 あることから、会計細則第52条第4号
に該当するため。

－

2,050,754

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

ＥＡ-50他125品目（試薬）

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
八洲薬品
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 大阪府茨木市彩都あさぎ７－
あることから、会計細則第52条第4号
７－１８
に該当するため。

－

1,818,120

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

ＣＡＤＤミニキャップキット他19品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

平成21年4月1日

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）メディセオメディカル
しく有利な価格で契約出来る見込みで
大阪府吹田市南吹田5-19-26 あることから、会計細則第52条第4号
に該当するため。

－

3,294,935

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

インセパック他42品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）クラヤ三星堂
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 東京都中央区八重洲２－７－
あることから、会計細則第52条第4号
１５
に該当するため。

－

49,118,338

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

アルコリーフ100他41品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

（株）ムトウ
平成21年4月1日 大阪府堺市西区浜寺船尾町
東３－４０８－１

随意契約によるときは時価に比べて著
しく有利な価格で契約出来る見込みで
あることから、会計細則第52条第4号
に該当するため。

－

4,145,526

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

16／30

備

考

【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
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

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）クラヤ三星堂
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 東京都中央区八重洲２－７－
あることから、会計細則第52条第4号
１５
に該当するため。

－

9,817,822

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
ＬＨダイリューエント他16品（試薬） 〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
アルフレッサ（株）
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 大阪府羽曳野市伊賀５－１１
あることから、会計細則第52条第4号
－６
に該当するため。

－

2,113,147

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

エンブレル皮下注25ｍｇ他850品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）クラヤ三星堂
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 東京都中央区八重洲２－７－
あることから、会計細則第52条第4号
１５
に該当するため。

－

210,740,217

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

ダウノマイシン注20ｍｇ他269品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
アルフレッサ（株）
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 大阪府羽曳野市伊賀５－１１
あることから、会計細則第52条第4号
－６
に該当するため。

－

31,238,700

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

エンブレル皮下注25ｍｇ他850品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）メディセオ
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 東京都中央区八重洲２－７－
あることから、会計細則第52条第4号
１５
に該当するため。

－

210,740,217

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

ノイアート注1500単位他324品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

平成21年4月1日

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）ケーエスケー
しく有利な価格で契約出来る見込みで
大阪府堺市中区新家町304-3 あることから、会計細則第52条第4号
に該当するため。

－

72,397,318

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

イムノガード他103品（試薬）
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備

考

【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
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

ナベルビン注10ｍｇ他516品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）スズケン
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 大阪府堺市南区若松台３－１
あることから、会計細則第52条第4号
－４
に該当するため。

－

152,939,941

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

ウテメリン注50ｍｇ他111品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
合同東邦（株）
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 大阪府大阪市平野区加美東３
あることから、会計細則第52条第4号
－２－２１
に該当するため。

－

25,165,304

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

エンブレル皮下注25ｍｇ他531品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
（株）クラヤ三星堂
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 東京都中央区八重洲２－７－
あることから、会計細則第52条第4号
１５
に該当するため。

－

242,923,071

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

ウテメリン注50ｍｇ他69品

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
合同東邦（株）
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 大阪府大阪市平野区加美東３
あることから、会計細則第52条第4号
－２－２１
に該当するため。

－

48,570,986

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

タクシーチケット代

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

堺相互タクシー（株）
認可で定められた料金で競争性がな
平成21年4月1日 大阪府堺市北区黒土町３００４ い運送業務であることから、会計細則
番地１
第52条第6号に該当するため。

－

8,697,418

－

－

認可で定められた料金で競争性が
ない運送業務であるため。

平成22年度

ガス料

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

院内の施設は全て、該当業者の製品
大阪瓦斯（株）
であり、ライフラインの安定供給維持で
平成21年4月1日 大阪府大阪市中央区平野町４
きる唯一の業者であることから、会計
－１－２
細則第52条第6号に該当するため。

－

425,671,039

－

－

院内の施設は全て、該当業者の製
品であり、ライフラインの安定供給維
持できる唯一の業者であるため。

平成22年度
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【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
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

電気料

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 院長 山田 義夫

随意契約によるときは時価に比べて著
関西電力（株）
しく有利な価格で契約出来る見込みで
平成21年4月1日 大阪市北区中之島３丁目６番
あることから、会計細則第52条第4号
１６号
に該当するため。

－

476,841,000

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成23年度

コージェネレーション用ガス料

独立行政法人労働者健康福祉機構神
戸労災病院
〒651-0053
兵庫県神戸市中央区籠池通４-１-23
契約担当役 院長 石川 齊

大阪ガス（株）
供給可能な業者が他にいないことか
平成21年4月1日 大阪府大阪市中央区平野町４ ら、会計細則第52条第6号に該当する
－１－２
ため。

－

52,098,273

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

ガス料

独立行政法人労働者健康福祉機構神
戸労災病院
〒651-0053
兵庫県神戸市中央区籠池通４-１-23
契約担当役 院長 石川 齊

大阪ガス（株）
ガスの購入であり供給可能な業者が
平成21年4月1日 大阪府大阪市中央区平野町４ 他にいないことから、会計細則第52条
－１－２
第6号に該当するため。

－

4,727,955

－

－

ガスの購入であり供給可能な業者が
他にいないため。

平成22年度

電気

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

平成21年4月1日

関西電力（株）和歌山営業所
和歌山市岡山丁40

和歌山市においては、当該契約業者
以外に電気供給事業を行っているとこ
ろがないことから、会計細則第52条第
6号に該当するため。

－

83,148,759

－

－

和歌山市においては、当該契約業
者以外に電気供給事業を行っている
ところがないため。

平成22年度

ガス

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

平成21年4月1日

大阪ガス（株）和歌山事業所
和歌山県和歌山市岡山丁40

和歌山市においては、当該契約業者
以外にガス供給事業を行っているとこ
ろがないことから、会計細則第52条第
6号に該当するため。

－

22,186,476

－

－

和歌山市においては、当該契約業
者以外にガス供給事業を行っている
ところがないため。

平成22年度

－

4,136,748

－

－

当該業務は、勤労者からの相談に
電話で対応するカウンセリング業務
であり、専門性と経験、知識を必要と
するのみならず、同一の相談者に対
する継続性も必要とされため。

平成22年度

独立行政法人労働者健康福祉機構山
陰労災病院
勤労者心の電話相談対応業務委
〒683-8605
託
鳥取県米子市皆生新田１-８-１
契約担当役 院長 石部 裕一

当該業務は、勤労者からの相談に電
話で対応するカウンセリング業務であ
（社）日本産業カウンセラー協
り、専門性と経験、知識を必要とする
平成21年4月1日 会
のみならず、同一の相談者に対する継
東京都港区芝大門1-1-35
続性も必要とされることから、会計細
則第52条第6号に該当するため。

19／30

備

考

【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(独立行政法人名：労働者健康福祉機構）

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

天然ガス

独立行政法人労働者健康福祉機構山
陰労災病院
〒683-8605
鳥取県米子市皆生新田１-８-１
契約担当役 院長 石部 裕一

平成21年4月1日

米子瓦斯（株）
鳥取県米子市旗ヶ崎2200

天然ガスは当該業者以外供給できな
いことから、会計細則第52条第6号に
該当するため。

－

電気料

独立行政法人労働者健康福祉機構山
陰労災病院
〒683-8605
鳥取県米子市皆生新田１-８-１
契約担当役 院長 石部 裕一

平成21年4月1日

中国電力㈱
鳥取県米子市加茂町2-51

電気は当該業者以外供給できないこと
から、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

電気料

独立行政法人労働者健康福祉機構岡
山労災病院
〒702-8055
岡山県岡山市築港緑町１-10-25
契約担当役 院長 清水 信義

平成21年4月1日

中国電力（株）
岡山市北区青江2-6-51

薬品の購入
アタラックP注他251品目

独立行政法人労働者健康福祉機構岡
山労災病院
〒702-8055
岡山県岡山市築港緑町１-10-25
契約担当役 院長 清水 信義

平成21年4月1日

薬品の購入
アスパラK注他152品目

独立行政法人労働者健康福祉機構岡
山労災病院
〒702-8055
岡山県岡山市築港緑町１-10-25
契約担当役 院長 清水 信義

薬品の購入
アクプラ注他277品目

独立行政法人労働者健康福祉機構岡
山労災病院
〒702-8055
岡山県岡山市築港緑町１-10-25
契約担当役 院長 清水 信義

契約名称及び内容

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
又は会計規程等の根拠条文及び理由

落札率

再就職の
役員の数

2,779,965

－

－

天然ガスは当該業者以外供給でき
ないため。

平成22年度

－

74,382,841

－

－

電気は当該業者以外供給できない
ため。

平成22年度

供給可能な業者が他にいないことか
ら、会計細則第52条第6号に該当する
ため。

－

232,088,574

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

（株）サンキ
岡山市南区藤田564-189

一般競争入札を実施する期間の確保
が困難であったことから、会計細則第
52条第6号に該当するため。

－

157,615,389

－

－

一般競争入札を実施する期間の確
保が困難であったため。

平成22年度

平成21年4月1日

（株）セイナス
岡山市北区奥田西町5-39

一般競争入札を実施する期間の確保
が困難であったことから、会計細則第
52条第6号に該当するため。

－

36,256,030

－

－

一般競争入札を実施する期間の確
保が困難であったため。

平成22年度

平成21年4月1日

（株）オムエル
岡山市北区野田2-4-5

一般競争入札を実施する期間の確保
が困難であったことから、会計細則第
52条第6号に該当するため。

－

95,113,321

－

－

一般競争入札を実施する期間の確
保が困難であったため。

平成22年度

20／30

予定価格

契約金額

移行困難な事由

移行予定年限

備

考

【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(独立行政法人名：労働者健康福祉機構）

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

薬品の購入
アイソボリン注他581品目

独立行政法人労働者健康福祉機構岡
山労災病院
〒702-8055
岡山県岡山市築港緑町１-10-25
契約担当役 院長 清水 信義

平成21年4月1日

（株）エバルス
岡山市北区青江1-20-48

一般競争入札を実施する期間の確保
が困難であったことから、会計細則第
52条第6号に該当するため。

－

薬品の購入
アデラビン注他201品目

独立行政法人労働者健康福祉機構岡
山労災病院
〒702-8055
岡山県岡山市築港緑町１-10-25
契約担当役 院長 清水 信義

平成21年4月1日

成和産業（株）
岡山市大内田北区828-4

一般競争入札を実施する期間の確保
が困難であったことから、会計細則第
52条第6号に該当するため。

勤労者心の電話相談業務

独立行政法人労働者健康福祉機構岡
山労災病院
〒702-8055
岡山県岡山市築港緑町１-10-25
契約担当役 院長 清水 信義

当該業務は、勤労者からの相談に電
話で対応するカウンセリング業務であ
（社）日本産業カウンセラー協
り、専門性と経験、知識を必要とする
平成21年4月1日 会
のみならず、同一の相談者に対する継
東京都港区芝大門1-1-35
続性も必要とされることから、会計細
則第52条第6号に該当するため。

電話料

独立行政法人労働者健康福祉機構岡
山労災病院
〒702-8055
岡山県岡山市築港緑町１-10-25
契約担当役 院長 清水 信義

平成21年4月1日

ソフトバンクテレコム（株）
東京都江東区新砂1-8-2

タクシーチケット

独立行政法人労働者健康福祉機構岡
山労災病院
〒702-8055
岡山県岡山市築港緑町１-10-25
契約担当役 院長 清水 信義

電気料

独立行政法人労働者健康福祉機構中
国労災病院
〒737-0193
広島県呉市広多賀谷１-５-１
契約担当役 院長 碓井 亞

契約名称及び内容

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
又は会計規程等の根拠条文及び理由

落札率

再就職の
役員の数

248,416,122

－

－

一般競争入札を実施する期間の確
保が困難であったため。

平成22年度

－

27,895,730

－

－

一般競争入札を実施する期間の確
保が困難であったため。

平成22年度

－

7,589,736

－

－

当該業務は、勤労者からの相談に
電話で対応するカウンセリング業務
であり、専門性と経験、知識を必要と
するのみならず、同一の相談者に対
する継続性も必要とされため。

平成22年度

契約条件を満たす相手方が当該業者
以外にいないことから、会計細則第52
条第6号に該当するため。

－

2,162,990

－

－

契約条件を満たす相手方が当該業
者以外にいないため。

平成24年度

平成21年4月1日

認可で定められた料金で競争性がな
（協）クレジット岡山
い運送業務であることから、会計細則
岡山市東区西大寺中2-8-16
第52条第6号に該当するため。

－

1,798,210

－

－

認可で定められた料金で競争性が
ない運送業務であるため。

平成22年度

平成21年4月1日

中国電力（株）呉営業所
広島県呉市西中央2-2-11

近隣の電気供給会社は当該のみであ
ること及び複数年契約により安価にな
ることから、会計細則第52条第6号に
該当するため。

－

85,272,650

－

－

近隣の電気供給会社は当該のみで
あること及び複数年契約により安価
になるため。

平成22年度

21／30

予定価格

契約金額

移行困難な事由

移行予定年限

備

考

【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
又は会計規程等の根拠条文及び理由

ガス料

独立行政法人労働者健康福祉機構中
国労災病院
〒737-0193
広島県呉市広多賀谷１-５-１
契約担当役 院長 碓井 亞

広島ガス（株）
平成21年4月1日 広島県広島市南区皆実町27-1

勤労者心の電話相談業務

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 坂部 武史

当該業務は、勤労者からの相談に電
話で対応するカウンセリング業務であ
（社）日本産業カウンセラー協
り、専門性と経験、知識を必要とする
平成21年4月1日 会
のみならず、同一の相談者に対する継
東京都港区芝大門1-1-35
続性も必要とされることから、会計細
則第52条第6号に該当するため。

電気使用料

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 坂部 武史

平成21年4月1日

ガス使用料

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 坂部 武史

平成21年4月1日

供給可能な業者が他にいないことか
ら、会計細則第52条第6号に該当する
ため。

予定価格

－

契約金額

84,414,064

落札率

再就職の
役員の数

移行困難な事由

移行予定年限

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

平成22年度

－

4,153,842

－

－

当該業務は、勤労者からの相談に
電話で対応するカウンセリング業務
であり、専門性と経験、知識を必要と
するのみならず、同一の相談者に対
する継続性も必要とされため。

供給可能な業者が他にいないことか
中国電力（株）
ら、会計細則第52条第6号に該当する
広島県呉市西中央２－２－１１
ため。

－

69,822,884

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

供給可能な業者が他にいないことか
山口合同ガス（株）
ら、会計細則第52条第6号に該当する
山口県下関市本町３－１－１
ため。

－

2,143,705

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

通話料

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 坂部 武史

西日本電信電話（株）
施設運営上、当院の仕様に対応でき
平成21年4月1日 大阪府大阪市中央区馬場町３ る業者が他にいないことから、会計細
－１５
則第52条第6号に該当するため。

－

2,100,347

－

－

施設運営上、当院の仕様に対応で
きる業者が他にいないため。

平成22年度

電気料

独立行政法人労働者健康福祉機構香
川労災病院
〒763-8502
香川県丸亀市城東町３-３-１
契約担当役 院長 井上 一

平成21年4月1日

電気料金であり供給可能な業者が他
四国電力（株）
にいないことから、会計細則第52条第
香川県高松市丸の内２番５号
6号に該当するため。

－

91,584,433

－

－

電気料金であり供給可能な業者が
他にいないため。

平成22年度

22／30

備

考

【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
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

－

当該業務は、勤労者からの相談に
電話で対応するカウンセリング業務
であり、専門性と経験、知識を必要と
するのみならず、同一の相談者に対
する継続性も必要とされため。

平成22年度

平成22年度

独立行政法人労働者健康福祉機構香
川労災病院
「勤労者心の電話相談」電話応対
〒763-8502
業務
香川県丸亀市城東町３-３-１
契約担当役 院長 井上 一

当該業務は、勤労者からの相談に電
話で対応するカウンセリング業務であ
（社）日本産業カウンセラー協
り、専門性と経験、知識を必要とする
平成21年4月1日 会
のみならず、同一の相談者に対する継
東京都港区芝大門1-1-35
続性も必要とされることから、会計細
則第52条第6号に該当するため。

電力供給契約

独立行政法人労働者健康福祉機構愛
媛労災病院
〒792-8550
愛媛県新居浜市南小松原町13-27
契約担当役 院長 篠崎 文彦

病院施設の運営上、緊急災害時にお
いても安定した電力供給が補償される
四国電力（株）
業者との契約が必須であり、当該業者
平成21年4月1日 愛媛県新居浜市繁本町９－３
以外に条件を満たすことができる業者
２
がいないことから、会計細則第52条第
6号に該当するため。

－

65,798,851

－

－

病院施設の運営上、緊急災害時に
おいても安定した電力供給が補償さ
れる業者との契約が必須であり、当
該業者以外に条件を満たすことがで
きる業者がいないため。

ガス使用料金

独立行政法人労働者健康福祉機構愛
媛労災病院
〒792-8550
愛媛県新居浜市南小松原町13-27
契約担当役 院長 篠崎 文彦

施設運営のたのガスの購入契約であ
（株）朝日ガス
り供給可能な業者が他にいないことか
平成21年4月1日 愛媛県新居浜市久保田町３丁
ら、会計細則第52条第6号に該当する
目２番１号
ため。

－

1,317,285

－

－

施設運営のたのガスの購入契約で
あり供給可能な業者が他にいないた
め。

平成22年度

平成２１年度医薬品の調達

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13-1
契約担当役 院長 鳥巣 岳彦

平成21年4月1日

随意契約によるときは時価に比べて著
しく有利な価格で契約出来る見込みで
あることから、会計細則第52条第4号
に該当するため。

－

905,830,894

－

－

随意契約によるときは時価に比べて
著しく有利な価格で契約出来る見込
みであるため。

平成22年度

ガス料金

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13-1
契約担当役 院長 鳥巣 岳彦

西部瓦斯（株）
平成21年4月1日 福岡県福岡市博多区千代117-1

供給可能な業者が他にいないことか
ら、会計細則第52条第6号に該当する
ため。

－

42,005,718

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

電気料金

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13-1
契約担当役 院長 鳥巣 岳彦

九州電力（株）
平成21年4月1日 福岡県北九州市小倉北区米
町2-3-1

電気料金であり供給可能な業者が他
にいないことから、会計細則第52条第
6号に該当するため。

－

86,836,178

－

－

電気料金であり供給可能な業者が
他にいないため。

平成22年度

（株）アステム他3社
大分県大分市西大道2-3-8

23／30

－

4,136,748

－

備

考

【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
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

中圧ガス

独立行政法人労働者健康福祉機構九
州労災病院門司メディカルセンター
〒801-8502
福岡県北九州市門司区東港町３-１
契約担当役 院長 中島 康秀

（株）西部ガス
平成21年4月1日 福岡県北九州市八幡西区岸
の浦１－１－１

供給可能な業者が他にいないことか
ら、会計細則第52条第6号に該当する
ため。

－

30,664,000

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

電機料金

独立行政法人労働者健康福祉機構九
州労災病院門司メディカルセンター
〒801-8502
福岡県北九州市門司区東港町３-１
契約担当役 院長 中島 康秀

（株）九州電力
平成21年4月1日 福岡県北九州市小倉北区米
町２丁目３－１

供給可能な業者が他にいないことか
ら、会計細則第52条第6号に該当する
ため。

－

53,246,000

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

歯科技工業務委託

独立行政法人労働者健康福祉機構九
州労災病院門司メディカルセンター
〒801-8502
福岡県北九州市門司区東港町３-１
契約担当役 院長 中島 康秀

（有）テクニカルラボラトリ
平成21年4月1日 福岡県北九州市八幡西区
泉ヶ浦３丁目１８番９号

歯科技工は特殊技術であり、技工士と
医師の意志の疎通が必要なことから、
会計細則第52条第6号に該当するた
め。

－

5,862,000

－

－

歯科技工は特殊技術であり、技工士
と医師の意志の疎通が必要なため。

平成22年度

病院情報システム支援業務

独立行政法人労働者健康福祉機構九
州労災病院門司メディカルセンター
〒801-8502
福岡県北九州市門司区東港町３-１
契約担当役 院長 中島 康秀

（株）アプリシア
公募公告にて契約相手を公募した結
平成21年4月1日 東京都港区赤坂２丁目９番１１ 果、1者の応募となったことから、会計
号
細則第52条第6号に該当するため。

－

11,544,000

－

－

公募公告にて契約相手を公募した
結果、1者の応募となったため。

平成22年度

心の健康相談業務

独立行政法人労働者健康福祉機構長
崎労災病院
〒857-0134
長崎県佐世保市瀬戸越２-12-５
契約担当役 院長 横山 博明

当該業務は、勤労者からの相談に電
話で対応するカウンセリング業務であ
（社）日本産業カウンセラー協
り、専門性と経験、知識を必要とする
平成21年4月1日 会
のみならず、同一の相談者に対する継
東京都港区芝大門1-1-35
続性も必要とされることから、会計細
則第52条第6号に該当するため。

平成22年度

都市ガス

独立行政法人労働者健康福祉機構長
崎労災病院
〒857-0134
長崎県佐世保市瀬戸越２-12-５
契約担当役 院長 横山 博明

平成21年4月1日

平成22年度

西部ガス（株）
佐世保市万津町７－３６

供給可能な業者が他にいないことか
ら、会計細則第52条第6号に該当する
ため。

24／30

－

4,153,842

－

－

当該業務は、勤労者からの相談に
電話で対応するカウンセリング業務
であり、専門性と経験、知識を必要と
するのみならず、同一の相談者に対
する継続性も必要とされため。

－

8,235,000

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

備

考

【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(独立行政法人名：労働者健康福祉機構）

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

電気料

独立行政法人労働者健康福祉機構長
崎労災病院
〒857-0134
長崎県佐世保市瀬戸越２-12-５
契約担当役 院長 横山 博明

平成21年4月1日

電気料

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 工藤 惇三

病院施設の運営上、緊急災害時にお
いても安定した電力供給が補償される
九州電力（株）
業者との契約が必須であり、当該業者
平成21年4月1日
熊本県八代市塩屋町4番38号 以外に条件を満たすことができる業者
がいないことから、会計細則第52条第
6号に該当するため。

－

71,795,775

ガス料

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 工藤 惇三

九州ガス（株）
平成21年4月1日
長崎県諫早市幸町1番23号

病院施設の運営上、緊急災害時にお
いても安定したガス供給が補償される
業者との契約が必須であり、当該業者
以外に条件を満たすことができる業者
がいないことから、会計細則第52条第
6号に該当するため。

－

1,317,135

電気

独立行政法人労働者健康福祉機構吉
備高原医療リハビリテーションセンター
〒716-1241
岡山県加賀郡吉備中央町吉川7511
契約担当役 院長 徳弘 昭博

病院施設の運営上、緊急災害時にお
いても安定した電力供給が補償される
中国電力（株）
業者との契約が必須であり、当該業者
平成21年4月1日 岡山県倉敷市中庄2293番地
以外に条件を満たすことができる業者
の2
がいないことから、会計細則第52条第
6号に該当するため。

－

77,132,970

電気料

独立行政法人労働者健康福祉機構総
合せき損センタ〒820-8508
福岡県飯塚市大字伊岐須550-４
契約担当役 院長 芝 啓一郎

九州電力（株）
供給可能な業者が他にいないことか
平成21年4月1日 福岡県飯塚市新飯塚23番32 ら、会計細則第52条第6号に該当する
号
ため。

－

電力料金

独立行政法人労働者健康福祉機構釧
路労災看護専門学校
〒085-0052
北海道釧路市中園町13-38
契約担当役 校長 真鍋 邦彦

北海道電力（株）
平成21年4月1日
釧路市幸町８－１

病院施設の運営上、緊急災害時にお
いても安定した電力供給が補償される
業者との契約が必須であり、当該業者
以外に条件を満たすことができる業者
がいないことから、会計細則第52条第
6号に該当するため。

－

契約名称及び内容

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
又は会計規程等の根拠条文及び理由

九州電力（株）
佐世保市福石町４－１２

供給可能な業者が他にいないことか
ら、会計細則第52条第6号に該当する
ため。

25／30

予定価格

－

落札率

再就職の
役員の数

移行困難な事由

移行予定年限

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

－

－

病院施設の運営上、緊急災害時に
おいても安定した電力供給が補償さ
れる業者との契約が必須であり、当
該業者以外に条件を満たすことがで
きる業者がいないため。

平成22年度

－

－

病院施設の運営上、緊急災害時に
おいても安定したガス供給が補償さ
れる業者との契約が必須であり、当
該業者以外に条件を満たすことがで
きる業者がいないため。

平成22年度

－

－

病院施設の運営上、緊急災害時に
おいても安定した電力供給が補償さ
れる業者との契約が必須であり、当
該業者以外に条件を満たすことがで
きる業者がいないため。

平成24年度

43,106,181

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

1,821,769

－

－

病院施設の運営上、緊急災害時に
おいても安定した電力供給が補償さ
れる業者との契約が必須であり、当
該業者以外に条件を満たすことがで
きる業者がいないため。

平成22年度

契約金額

67,658,000

備

考

【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
又は会計規程等の根拠条文及び理由

電気料金

独立行政法人労働者健康福祉機構千
葉労災看護専門学校
〒290-0003
千葉県市原市辰巳台東２-16
契約担当役 校長 深尾 立

東京電力（株）
平成21年4月1日 千葉県千葉市美浜区幸町121-19

ガス料金

独立行政法人労働者健康福祉機構千
葉労災看護専門学校
〒290-0003
千葉県市原市辰巳台東２-16
契約担当役 校長 深尾 立

平成21年4月1日

電気

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

供給可能な業者が他にいないことか
ら、会計細則第52条第6号に該当する
ため。

－

4,633,192

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

供給可能な業者が他にいないことか
ら、会計細則第52条第6号に該当する
ため。

－

2,754,989

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

独立行政法人労働者健康福祉機構中
部労災看護専門学校
〒455-0018
愛知県名古屋市港区港明1-10-5
契約担当役 校長 南木 道生

中部電力（株）
法令等で契約先が特定されていること
平成21年4月1日 愛知県名古屋市東区東新町1 から、会計細則第52条第6号に該当す
番地
るため。

－

4,297,184

－

－

法令等で契約先が特定されているた
め。

平成22年度

独立行政法人労働者健康福祉機構熊
電気料金
本労災看護専門学校
・学校及び学生寮等に於ける電気 〒866-0826
供給契約
熊本県八代市竹原町1670
契約担当役 校長 吉田 顯正

病院施設の運営上、緊急災害時にお
いても安定した電力供給が補償される
業者との契約が必須であり、当該業者
以外に条件を満たすことができる業者
がいないことから、会計細則第52条第
6号に該当するため。

－

病院施設の運営上、緊急災害時に
おいても安定した電力供給が補償さ
れる業者との契約が必須であり、当
該業者以外に条件を満たすことがで
きる業者がいないため。

平成22年度

平成22年度

平成22年度

大多喜ガス（株）
千葉県茂原市茂原661

九州電力（株）八代営業所
平成21年4月1日
熊本県八代市塩屋町4-38

－

2,313,740

－

勤労者心の電話相談業務委託

独立行政法人労働者健康福祉機構東
北労災病院勤労者予防医療ｾﾝﾀ〒981-8563
宮城県仙台市青葉区台原4-3-21
契約担当役 所長 三浦 幸雄

当該業務は、勤労者からの相談に電
話で対応するカウンセリング業務であ
（社）日本産業カウンセラー協
り、専門性と経験、知識を必要とする
平成21年4月1日 会
のみならず、同一の相談者に対する継
東京都港区芝大門1-1-35
続性も必要とされることから、会計細
則第52条第6号に該当するため。

－

3,841,992

－

－

当該業務は、勤労者からの相談に
電話で対応するカウンセリング業務
であり、専門性と経験、知識を必要と
するのみならず、同一の相談者に対
する継続性も必要とされため。

勤労者心の電話相談業務

独立行政法人労働者健康福祉機構東
京労災病院勤労者予防医療ｾﾝﾀ〒143-0013
東京都大田区大森南４-13-21
契約担当役 所長 野村 和弘

当該業務は、勤労者からの相談に電
話で対応するカウンセリング業務であ
（社）日本産業カウンセラー協
り、専門性と経験、知識を必要とする
平成21年4月1日 会
のみならず、同一の相談者に対する継
東京都港区芝大門1-1-35
続性も必要とされることから、会計細
則第52条第6号に該当するため。

－

4,114,000

－

－

当該業務は、勤労者からの相談に
電話で対応するカウンセリング業務
であり、専門性と経験、知識を必要と
するのみならず、同一の相談者に対
する継続性も必要とされため。

26／30

備

考

【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
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

－

当該業務は、勤労者からの相談に
電話で対応するカウンセリング業務
であり、専門性と経験、知識を必要と
するのみならず、同一の相談者に対
する継続性も必要とされため。

平成22年度

平成22年度

独立行政法人労働者健康福祉機構東
京労災病院勤労者予防医療ｾﾝﾀ勤労者メンタルヘルスに関する相
〒143-0013
談窓口業務
東京都大田区大森南４-13-21
契約担当役 所長 野村 和弘

当該業務は、勤労者からの相談に電
話で対応するカウンセリング業務であ
（社）日本産業カウンセラー協
り、専門性と経験、知識を必要とする
平成21年4月1日 会
のみならず、同一の相談者に対する継
東京都港区芝大門1-1-35
続性も必要とされることから、会計細
則第52条第6号に該当するため。

勤労者心の電話相談

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院勤労者予防医療ｾﾝﾀ〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 所長 大橋 誠

当該業務は、勤労者からの相談に電
話で対応するカウンセリング業務であ
（社）日本産業カウンセラー協
り、専門性と経験、知識を必要とする
平成21年4月1日 会
のみならず、同一の相談者に対する継
東京都港区芝大門1-1-35
続性も必要とされることから、会計細
則第52条第6号に該当するため。

－

4,136,748

－

－

当該業務は、勤労者からの相談に
電話で対応するカウンセリング業務
であり、専門性と経験、知識を必要と
するのみならず、同一の相談者に対
する継続性も必要とされため。

対面型カウンセリング

独立行政法人労働者健康福祉機構大
阪労災病院勤労者予防医療ｾﾝﾀ〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町1179-３
契約担当役 所長 大橋 誠

（社）日本産業カウンセラー協
会関西支部
平成21年4月1日
大阪市中央区天満橋京町２－
１３ ワキタ天満橋ビル４階

当該業務は、勤労者からの相談に電
話で対応するカウンセリング業務であ
り、専門性と経験、知識を必要とする
のみならず、同一の相談者に対する継
続性も必要とされることから、会計細
則第52条第6号に該当するため。

－

1,200,000

－

－

当該業務は、勤労者からの相談に
電話で対応するカウンセリング業務
であり、専門性と経験、知識を必要と
するのみならず、同一の相談者に対
する継続性も必要とされため。

平成22年度

－

当該業務は、勤労者からの相談に
電話で対応するカウンセリング業務
であり、専門性と経験、知識を必要と
するのみならず、同一の相談者に対
する継続性も必要とされため。

平成22年度

平成22年度

平成22年度

－

1,262,500

－

独立行政法人労働者健康福祉機構関
西労災病院勤労者予防医療ｾﾝﾀ「勤労者心の電話相談」委託業務 〒660-8511
兵庫県尼崎市稲葉荘３-１-69
契約担当役 所長 奧 謙

当該業務は、勤労者からの相談に電
話で対応するカウンセリング業務であ
（社）日本産業カウンセラー協
り、専門性と経験、知識を必要とする
平成21年4月1日 会
のみならず、同一の相談者に対する継
東京都港区新橋6-17-17
続性も必要とされることから、会計細
則第52条第6号に該当するため。

独立行政法人労働者健康福祉機構中
国労災病院勤労者予防医療ｾﾝﾀ「勤労者心の電話相談」委託業務 〒737-0193
広島県呉市広多賀谷１-５-１
契約担当役 所長 碓井 亞

当該業務は、勤労者からの相談に電
話で対応するカウンセリング業務であ
（社）日本産業カウンセラー協
り、専門性と経験、知識を必要とする
平成21年4月1日 会
のみならず、同一の相談者に対する継
東京都港区芝大門1-1-35
続性も必要とされることから、会計細
則第52条第6号に該当するため。

－

4,136,748

－

－

当該業務は、勤労者からの相談に
電話で対応するカウンセリング業務
であり、専門性と経験、知識を必要と
するのみならず、同一の相談者に対
する継続性も必要とされため。

独立行政法人労働者健康福祉機構九
州労災病院勤労者予防医療ｾﾝﾀ〒800-0296
福岡県北九州市小倉南区葛原高松13-1
契約担当役 所長 豊永 敏宏

当該業務は、勤労者からの相談に電
話で対応するカウンセリング業務であ
（社）日本産業カウンセラー協
り、専門性と経験、知識を必要とする
平成21年4月1日 会
のみならず、同一の相談者に対する継
東京都港区芝大門1-1-35
続性も必要とされることから、会計細
則第52条第6号に該当するため。

－

1,200,000

－

－

当該業務は、勤労者からの相談に
電話で対応するカウンセリング業務
であり、専門性と経験、知識を必要と
するのみならず、同一の相談者に対
する継続性も必要とされため。

対面型カウンセリング業務
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－

8,273,496

－

備

考

【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
又は会計規程等の根拠条文及び理由

電気

独立行政法人労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション宮城作業所
東北電力（株）
〒981-0121
平成21年4月1日 宮城県仙台市青葉区本町１丁
宮城県宮城郡利府町神谷沢字広畑９目７番１号
２
契約担当役 所長 小松 哲郎

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

電気にかかわる光熱水費の契約で供
給することが可能な業者が１つである
ことから、会計細則第52条第6号に該
当するため。

－

2,475,000

－

－

電気にかかわる光熱水費の契約で
供給することが可能な業者が１つで
あるため。

平成22年度

電気使用料金

独立行政法人労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション千葉作業所
〒299-4216
千葉県長生郡白子町幸治3201-13
契約担当役 所長 鈴木 秀

東京電力（株）
供給可能な業者が他にいないことか
平成21年4月1日 東京都千代田区内幸町1丁目 ら、会計細則第52条第6号に該当する
1番3号
ため。

－

2,403,616

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

電力供給

独立行政法人労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション福井作業所
〒916-0015
福井県鯖江市御幸町３-８-４
契約担当役 所長 田中 猛夫

病院施設の運営上、緊急災害時にお
いても安定した電力供給が補償される
北陸電力（株）
業者との契約が必須であり、当該業者
平成21年4月1日
富山県富山市牛島町15番1号 以外に条件を満たすことができる業者
がいないことから、会計細則第52条第
6号に該当するため。

－

2,690,000

－

－

病院施設の運営上、緊急災害時に
おいても安定した電力供給が補償さ
れる業者との契約が必須であり、当
該業者以外に条件を満たすことがで
きる業者がいないため。

平成22年度

電気料金

独立行政法人労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション長野作業所
〒393-0091
長野県諏訪郡下諏訪町社7001
契約担当役 所長 茂野 卓

平成21年4月1日

供給可能な業者が他にいないことか
ら、会計細則第52条第6号に該当する
ため。

－

2,198,205

－

－

供給可能な業者が他にいないため。

平成22年度

電気料

独立行政法人労働者健康福祉機構労
災リハビリテーション福岡作業所
〒811-3435
福岡県宗像市用山250
契約担当役 所長 岡村 知彦

－

病院施設の運営上、緊急災害時に
おいても安定した電力供給が補償さ
れる業者との契約が必須であり、当
該業者以外に条件を満たすことがで
きる業者がいないため。

平成22年度

－

当該業務は、障害及び劣化に伴う業
務不安定を改善するための修理で
あり、迅速な部品調達・復旧・保障等
を考慮したところ、メーカーのメンテ
ナンス業者である当該業者以外は
行うことができないため。

平成22年度

（株）中部電力
名古屋市東区東新町1番地

九州電力（株）
平成21年4月1日
福岡県福津市６丁目14-1

独立行政法人労働者健康福祉機構横
浜労災病院
シーメンス旭メディテック（株）
心血管撮影装置イメージ管及びＣ
〒222-0036
平成21年4月10日 神奈川県横浜市港北区新横
ＣＤカメラ修理
神奈川県横浜市港北区小机町3211
浜3-1-4
契約担当役 院長 藤原 研司

病院施設の運営上、緊急災害時にお
いても安定した電力供給が補償される
業者との契約が必須であり、当該業者
以外に条件を満たすことができる業者
がいないことから、会計細則第52条第
6号に該当するため。

当該業務は、障害及び劣化に伴う業
務不安定を改善するための修理であ
り、迅速な部品調達・復旧・保障等を考
慮したところ、メーカーのメンテナンス
業者である当該業者以外は行うことが
できないことから、会計細則第52条第6
号に該当するため。
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－

－

2,566,977

17,000,000

－

－

備

考

【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
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

－

当該業務は、障害及び劣化に伴う業
務不安定を改善するための修理で
あり、迅速な部品調達・復旧・保障等
を考慮したところ、メーカーのメンテ
ナンス業者である当該業者以外は
行うことができないため。

平成22年度

－

当該業務は、障害及び劣化に伴う業
務不安定を改善するための管球交
換であり、迅速な部品調達・復旧・保
障等を考慮したところ、メーカーのメ
ンテナンス業者である当該業者以外
は行うことができないため。

平成22年度

平成22年度

心血管撮影装置コリメータコント
ロール交換修理

独立行政法人労働者健康福祉機構横
浜労災病院
シーメンス旭メディテック（株）
〒222-0036
平成21年4月10日 神奈川県横浜市港北区新横
神奈川県横浜市港北区小机町3211
浜3-1-4
契約担当役 院長 藤原 研司

当該業務は、障害及び劣化に伴う業
務不安定を改善するための修理であ
り、迅速な部品調達・復旧・保障等を考
慮したところ、メーカーのメンテナンス
業者である当該業者以外は行うことが
できないことから、会計細則第52条第6
号に該当するため。

心血管撮影装置Ｘ線管球交換修
理

独立行政法人労働者健康福祉機構横
浜労災病院
シーメンス旭メディテック（株）
〒222-0036
平成21年4月10日 神奈川県横浜市港北区新横
神奈川県横浜市港北区小机町3211
浜3-1-4
契約担当役 院長 藤原 研司

当該業務は、障害及び劣化に伴う業
務不安定を改善するための管球交換
であり、迅速な部品調達・復旧・保障等
を考慮したところ、メーカーのメンテナ
ンス業者である当該業者以外は行うこ
とができないことから、会計細則第52
条第6号に該当するため。

Ｘ線ＣＴ装置（Ｘｖｉｇｏｒ）Ｘ線管球交
換修理

当該業務は、障害及び劣化に伴う業
独立行政法人労働者健康福祉機構横
務不安定を改善するための管球交換
東芝メディカルシステムズ
浜労災病院
であり、迅速な部品調達・復旧・保障等
（株） 横浜支店
〒222-0036
平成21年4月16日
を考慮したところ、メーカーのメンテナ
神奈川県横浜市西区みなとみ
神奈川県横浜市港北区小机町3211
ンス業者である当該業者以外は行うこ
らい2-3-5
契約担当役 院長 藤原 研司
とができないことから、会計細則第52
条第6号に該当するため。

－

14,280,000

－

－

当該業務は、障害及び劣化に伴う業
務不安定を改善するための管球交
換であり、迅速な部品調達・復旧・保
障等を考慮したところ、メーカーのメ
ンテナンス業者である当該業者以外
は行うことができないため。

看護必要度システム

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 坂部 武史

対応可能な業者が他にいないことか
日本電気（株）山口支店
ら、会計細則第52条第6号に該当する
山口県山口市小郡高砂１－８
ため。

－

4,620,000

－

－

対応可能な業者が他にいないため。

平成22年度

成和産業（株）山口営業所
対応可能な業者が他にいないことか
平成21年5月1日 山口県山口市江崎字徳神二２ ら、会計細則第52条第6号に該当する
２１３－６
ため。

－

1,680,000

－

－

対応可能な業者が他にいないため。

平成22年度

－

1,155,000

－

－

エネルギー棟の冷房設備に係る保
守契約であり、信頼と実績から他の
業者への代替がきかないため。

平成22年度

独立行政法人労働者健康福祉機構山
口労災病院
外科用イメージ装置モニタ修理一 〒756-0095
式
山口県山陽小野田市大字小野田
1315-４
契約担当役 院長 坂部 武史

冷温水発生機整備費

平成21年5月1日

独立行政法人労働者健康福祉機構浜
松労災病院
荏原冷熱システム（株）
〒430-8525
平成21年5月22日
静岡市葵区弥勒2-5-28
静岡県浜松市東区将監町25
契約担当役 院長 梶原 建熈

エネルギー棟の冷房設備に係る保守
契約であり、信頼と実績から他の業者
への代替がきかないことから、会計細
則第52条第6号に該当するため。
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－

－

1,500,000

1,300,000

－

－

備

考

【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（第１四半期契約締結分）
(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 随意契約によることとした業務方法書
称及び住所
又は会計規程等の根拠条文及び理由

冷凍機整備費

独立行政法人労働者健康福祉機構浜
松労災病院
荏原冷熱システム（株）
〒430-8525
平成21年5月22日
静岡市葵区弥勒2-5-28
静岡県浜松市東区将監町25
契約担当役 院長 梶原 建熈

一般Ｘ線撮影装置修理一式

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 坂部 武史

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

エネルギー棟の冷房設備に係る保守
契約であり、信頼と実績から他の業者
への代替がきかないことから、会計細
則第52条第6号に該当するため。

－

1,953,000

－

－

エネルギー棟の冷房設備に係る保
守契約であり、信頼と実績から他の
業者への代替がきかないため。

平成22年度

（株）日立メディコ山口営業所 対応可能な業者が他にいないことか
平成21年6月4日 山口県山口市小郡高砂町１番 ら、会計細則第52条第6号に該当する
８号ＭＹ小郡ビル２Ｆ
ため。

－

2,205,000

－

－

対応可能な業者が他にいないため。

平成22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21年度に締結した契約のうち、平成22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21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22年度以降の具体的な移行予定年限（例：平成22年度）を記載
すること。
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