【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの（第３四半期契約締結分）
(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

随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざる
を得ない場合の根 備
拠区分

独立行政法人労働者健康福祉機構東
北労災病院
日立キャピタルサービス（株） 当該機器のリースは、物件の所有者
〒981-8563
平成21年10月1日 東京都千代田区飯田橋1－5 以外は行うことができないことから、会
宮城県仙台市青葉区台原４-３-21
－10
計細則第52条第6号に該当するため。
契約担当役 院長 三浦 幸雄

－

3,317,706

－

－

当該機器のリースは、物件の所有者
以外は行うことができないため。
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独立行政法人労働者健康福祉機構東
北労災病院
富士通リース（株）
当該機器のリースは、物件の所有者
オーダリングシステム２次再リース 〒981-8563
平成21年10月1日 東京都新宿区西新宿２－７－ 以外は行うことができないことから、会
宮城県仙台市青葉区台原４-３-21
１
計細則第52条第6号に該当するため。
契約担当役 院長 三浦 幸雄

－

2,638,645

－

－

当該機器のリースは、物件の所有者
以外は行うことができないため。

19

血管造影X線診断装置再リース

駐車場賃貸借

独立行政法人労働者健康福祉機構和
歌山労災病院
（株）東田
〒640-8505
平成21年10月1日 奈良県磯城郡田原本町大網
和歌山県和歌山市古屋435
239
契約担当役 院長 玉置 哲也

駐車場の賃貸借契約であり、契約条
件を満たす相手方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。

－

6,240,000

－

－

駐車場の賃貸借契約であり、契約条
件を満たす相手方が他にいないた
め。

5

カルテ倉庫賃貸借

独立行政法人労働者健康福祉機構和
歌山労災病院
レンタルハウス（株）
〒640-8505
平成21年10月1日
和歌山市狐島373-2
和歌山県和歌山市古屋435
契約担当役 院長 玉置 哲也

倉庫の賃貸借契約であり、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。

－

4,644,000

－

－

倉庫の賃貸借契約であり、契約条件
を満たす相手方が当該業者以外に
いないため。

19

事務所賃借料

独立行政法人労働者健康福祉機構富
山産業保健推進センター
〒930-0856
（株）インテックアメニティ
平成21年10月1日
富山県富山市牛島新町５－５インテッ
富山県富山市牛島新町５-５
クビル４Ｆ
契約担当役 所長 鏡森 定信

事務所の賃貸借契約であり、契約条
件を満たす相手方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。

－

1,998,036

－

－

事務所の賃貸借契約であり、契約条
件を満たす相手方が他にいないた
め。

5

独立行政法人労働者健康福祉機構東
北労災病院
富士通リース（株）
当該機器のリースは、物件の所有者
オーダリングシステム１次再リース 〒981-8563
平成21年11月1日 東京都新宿区西新宿２－７－ 以外は行うことができないことから、会
宮城県仙台市青葉区台原４-３-21
１
計細則第52条第6号に該当するため。
契約担当役 院長 三浦 幸雄

－

1,878,404

－

－

当該機器のリースは、物件の所有者
以外は行うことができないため。

19
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考

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの（第３四半期契約締結分）
(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

随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざる
を得ない場合の根 備
拠区分

宿舎賃貸借

独立行政法人労働者健康福祉機構鳥
取産業保健推進センター
職員宿舎の賃貸借契約であり、契約
〒680-0846
(有)岸本企画
条件を満たす相手方が他にいないこと
平成21年11月1日
鳥取県鳥取市扇町７鳥取フコク生命駅
鳥取県鳥取市富安1丁目172 から、会計細則第52条第6号に該当す
前ビル３階
るため。
契約担当役 所長 川﨑 寛中

－

1,608,000

－

－

職員宿舎の賃貸借契約であり、契約
条件を満たす相手方が他にいない
ため。

5

宿舎賃借契約

独立行政法人労働者健康福祉機構岡
山労災病院
（株）レオパレス２１
〒702-8055
平成21年11月13日
東京都中野区本町2-54-11
岡山県岡山市築港緑町１-10-25
契約担当役 院長 清水 信義

職員宿舎の賃貸借契約であり、契約
条件を満たす相手方が他にいないこと
から、会計細則第52条第6号に該当す
るため。

－

12,066,180

－

－

職員宿舎の賃貸借契約であり、契約
条件を満たす相手方が他にいない
ため。

5

早急に修理を行わなければ診療に支
障をきたす恐れがあることから、会計
細則第52条第1項に該当するため。

－

9,975,000

－

－

早急に修理を行わなければ診療に
支障をきたす恐れがあるため。

13

事務所の賃貸借契約解除に伴う原状
復旧工事であり、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。

－

3,276,000

－

－

事務所の賃貸借契約解除に伴う原
状復旧工事であり、契約条件を満た
す相手方が当該業者以外にいない
ため。

5

独立行政法人労働者健康福祉機構青
森労災病院
江渡商事（株）八戸営業所
放射線治療計画用ＣＴ装置修理一
〒031-8551
平成21年12月11日 青森県八戸市小中野一丁目
式
青森県八戸市白銀町字南ヶ丘１
二番六十三号
契約担当役 院長 河津 俊太郎

事務所原状回復工事

独立行政法人労働者健康福祉機構栃
木産業保健推進センター
大星ビル管理（株）
〒320-0033
平成21年12月25日 東京都文京区小石川4丁目22
栃木県宇都宮市本町４－１５宇都宮ＮＩ
番2号
ビル７階
契約担当役 所長 武藤 孝司

考

〔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年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないものについて、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．「随意契約によらざるを得ない事由」欄は、可能な限り具体的に記載する。「随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分」欄は、別添の「随意契約事由別 類型早見表」の類型区分(１～１２)の番号を記載する。その他以下に該当
する番号を記載する。
・緊急の必要により競争に付することができない場合「１３」
・競争に付することが不利と認められる場合「１４」
・秘密の保持が必要とされている場合「１５」
・競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がない場合「１６」
・特例政令に相当する規定に該当する場合「１７」
・国において定める随意契約の限度額を超える契約で、法人の定める限度額を下回る契約については「１８」
・その他、類型区分に分類できないものについては「１９」
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