
(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

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
場合の根拠区

分

備　　考

浜松労災病院本館５回建築工
事

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

20.10.24

浜松労災病院建築鹿
島・三井住友・須山特
定建設工事共同企業
体
東京都港区元赤坂一
丁目３番１号

現に施工中の工事に引き続いて施工さ
れる躯体工事及び仕上げ工事であり、
構造的な一体性や責任施工の観点か
ら同企業が施工中の工事と密接不可分
であるため、会計細則第52条第2号に
該当するため。

－ 1,816,500,000 － －

現に施工中の工事に引き続いて
施工される躯体工事及び仕上げ
工事であり、構造的な一体性や
責任施工の観点から同企業が施
工中の工事と密接不可分である
ため。

14

オーダリングシステム１次再
リース

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
富士通リース（株）
東京都新宿区西新宿２
－７－１

当該機器の再リース契約であり、契約
条件を満たす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。

－ 5,635,224 － －
当該機器の再リース契約であり、
契約条件を満たす業者が他にい
ないため。

19

オーダリングシステム２次リー
ス

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

20.10.1
富士通リース（株）
東京都新宿区西新宿２
－７－１

当該機器の再リース契約であり、契約
条件を満たす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。

－ 6,332,760 － －
当該機器の再リース契約であり、
契約条件を満たす業者が他にい
ないため。

19

血管撮影装置修理

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

21.1.27

シーメンス朝日メディッ
ク（株）
東京都品川区東五反
田３－２０－１４　高輪
パークタワー

緊急の必要により競争に付することが
できないため、会計細則第52条第1号に
該当するため。

－ 3,885,000 － －
緊急の必要により競争に付する
ことができないため。

13

【様式２】

平成２１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
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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

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
場合の根拠区

分

備　　考

非常用発電機修理

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　大谷　巌

21.2.9

ヤンマーエネルギーシ
ステム（株）
大阪府大阪市北区大
淀中５－１２－３９

緊急の必要により競争に付することが
できないため、会計細則第52条第1号に
該当するため。

－ 2,625,000 － －
緊急の必要により競争に付する
ことができないため。

13

超音波プローブ修理

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

20.10.10
㈱ムトウ
北海道札幌市北区北
十一条西４－１

緊急の必要により競争に付することが
できないため、会計細則第52条第1号に
該当するため。

－ 1,386,000 － －
緊急の必要により競争に付する
ことができないため。

13

ＩＳＯ更新審査料

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

21.1.15
日本検査キューエイ㈱
東京都中央区新富２－
１５－５

ISO9001.2000の更新審査であり、当院
のＱＭＳに精通していること及び前回審
査時の指摘事項を含めた審査項目へ
の継続静から契約の性質、目的が競争
に適さないため、会計細則第52条第6号
に該当するため。

－ 1,841,350 － －

ISO9001.2000の更新審査であり、
当院のＱＭＳに精通していること
及び前回審査時の指摘事項を含
めた審査項目への継続性が必要
不可欠であるため。

19

Ｘ線ＣＴ検出器交換修理一式

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

20.10.30

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

緊急の必要により競争に付することが
できないため、会計細則第52条第1号に
該当するため。

－ 1,512,000 － －
緊急の必要により競争に付する
ことができないため。

13

Ｘ線ＣＴ装置管球交換修理一式

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

20.11.27

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

緊急の必要により競争に付することが
できないため、会計細則第52条第1号に
該当するため。

－ 11,650,000 － －
緊急の必要により競争に付する
ことができないため。

13
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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

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
場合の根拠区

分

備　　考

超音波診断装置 プローブ修理
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

21.1.16

持田シーメンスメディカ
ルシステム（株）
神奈川県横浜市神奈
川区沢渡１－２

緊急の必要により競争に付することが
できないため、会計細則第52条第1号に
該当するため。

－ 1,698,900 － －
緊急の必要により競争に付する
ことができないため。

13

Ｉ．Ｉ．チューブ交換修理

独立行政法人労働者健康福祉
機構横浜労災病院
〒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

21.1.19

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

緊急の必要により競争に付することが
できないため、会計細則第52条第1号に
該当するため。

－ 6,300,000 － －
緊急の必要により競争に付する
ことができないため。

13

Ｘ線ＣＴ装置管球交換修理一式

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

21.1.21

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

緊急の必要により競争に付することが
できないため、会計細則第52条第1号に
該当するため。

－ 5,250,000 － －
緊急の必要により競争に付する
ことができないため。

13

形成外科　単純性血管腫治療
用レーザー色素交換修理

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

21.2.25
協和医科器械㈱
静岡県浜松市東区笹ヶ
瀬町400

緊急の必要により競争に付することが
できないため、会計細則第52条第1号に
該当するため。

－ 1,295,700 － －
緊急の必要により競争に付する
ことができないため。

13

超音波診断装置ｺﾝﾍﾞｯｸｽﾌﾟﾛｰ
ﾌﾞ交換修理　１式

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

20.11.4

東芝メディカルシステ
ムズ㈱浜松
静岡県浜松市中区伊
場2-7-1

緊急の必要により競争に付することが
できないため、会計細則第52条第1号に
該当するため。

－ 1,417,500 － －
緊急の必要により競争に付する
ことができないため。

13
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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

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
場合の根拠区

分

備　　考

人工呼吸器一式

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　伊藤　治英

21.3.17
メディカルトラスト㈱
山口県山陽小野田市
大字小野田３３６番地１

緊急の必要により競争に付することが
できないため、会計細則第52条第1号に
該当するため。

－ 3,129,000 － －
緊急の必要により競争に付する
ことができないため。

13

一般撮影装置ＵＤ１５０Ｂ－１０
管球交換修理

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

21.2.23

島津メディカルシステ
ムズ㈱
福岡県北九州市小倉
北区片野新町２丁目８
番１１号

緊急の必要により競争に付することが
できないため、会計細則第52条第1号に
該当するため。

－ 2,039,625 － －
緊急の必要により競争に付する
ことができないため。

13

骨密度測定装置管球等交換修
理契約

独立行政法人労働者健康福祉
機構吉備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ-ｼｮﾝｾ
ﾝﾀ-
〒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

20.10.14

富士フィルムメディカル
（株）
岡山県岡山市今８－６
－２０

緊急の必要により競争に付することが
できないため、会計細則第52条第1号に
該当するため。

－ 4,242,000 － －
緊急の必要により競争に付する
ことができないため。

13

血圧脈波検査装置緊急修理一
式

独立行政法人労働者健康福祉
機構海外勤務健康管理センタ-
〒222-0036
神奈川県横浜市港北区小机町
3211
契約担当役　所長　濱田　篤郎

21.1.30
㈱イノメディックス
東京都文京区小石川４
－１７－１５

緊急の必要により競争に付することが
できないため、会計細則第52条第1号に
該当するため。

－ 1,499,400 － －
緊急の必要により競争に付する
ことができないため。

13

X線デジタル撮影装置光電子
倍増管交換修理一式

独立行政法人労働者健康福祉
機構海外勤務健康管理センタ-
〒222-0036
神奈川県横浜市港北区小机町
3211
契約担当役　所長　濱田　篤郎

21.2.9

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

光電子倍増管交換修理はメーカーでし
か取り扱えず、契約の性質が競争に適
さないため、会計細則第52条第6号に該
当するため。

－ 7,245,000 － －
光電子倍増管交換修理はメー
カーでしか取り扱えず、契約の性
質が競争に適さないため。

19
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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

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
場合の根拠区

分

備　　考

事務所賃貸借契約

独立行政法人労働者健康福祉
機構千葉産業保健推進センタ-
〒260-0025
千葉県千葉市中央区問屋町1-
35　千葉ﾎﾟ-ﾄｻｲﾄﾞﾀﾜ-13F
契約担当役　所長　能川　浩二

21.3.30

ハウスメイトパートナー
ズ千葉南支店
千葉知緑区おゆみ野
中央４－３２－４　2F

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、
会計細則第52条第6号に該当するた
め。

－ 1,752,000 － －

事務所の賃貸借契約であり、条
件を満たす契約を締結できるの
は当該物件の所有者のみである
ため。

5

宿舎賃借

独立行政法人労働者健康福祉
機構山梨産業保健推進センタ-
〒400-0031
山梨県甲府市丸の内3-32-11
住友生命甲府丸の内ﾋﾞﾙ４F
契約担当役　所長　佐藤　章夫

20.11.1
㈲中楯
山梨県甲府市国母4-
8-24

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、
会計細則第52条第6号に該当するた
め。

－ 1,992,000 － －

職員宿舎の賃貸借契約であり、
条件を満たす契約を締結できる
のは当該物件の所有者のみであ
るため。

5

職員宿舎賃貸借契約

独立行政法人労働者健康福祉
機構愛知産業保健推進センタ-
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄4-15-32
日建･住生ﾋﾞﾙ7F
契約担当役　所長　藤野　明男

21.2.1

株式会社ミニテック中
部本部
愛知県名古屋市中区
錦３－１６－２７

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、
会計細則第52条第6号に該当するた
め。

－ 1,980,000 － －

職員宿舎の賃貸借契約であり、
条件を満たす契約を締結できる
のは当該物件の所有者のみであ
るため。

5

事務所賃借料

独立行政法人労働者健康福祉
機構兵庫産業保健推進センタ-
〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通６－
１－２０　三宮山田東急ビル８階
契約担当役　所長　西村　亮一

21.1.22
東急リバブル（株）
東京都渋谷区道玄坂１
－９－５

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、
会計細則第52条第6号に該当するた
め。

－ 7,057,750 － －

事務所の賃貸借契約であり、条
件を満たす契約を締結できるの
は当該物件の所有者のみである
ため。

5

事務所移転業務

独立行政法人労働者健康福祉
機構兵庫産業保健推進センタ-
〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通６－
１－２０　三宮山田東急ビル８階
契約担当役　所長　西村　亮一

21.2.2
日本通運（株）
兵庫県尼崎市潮江５－
７－２８

当該契約は、事務所の賃貸借契約を締
結している契約相手方の指定する業者
との契約であるため、会計細則第52条
第6号に該当するため。

－ 1,994,500 － －

当該契約は、事務所の賃貸借契
約を締結している契約相手方の
指定する業者との契約であるた
め。

19

- 5 -



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

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
場合の根拠区

分

備　　考

事務所入居前工事

独立行政法人労働者健康福祉
機構兵庫産業保健推進センタ-
〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通６－
１－２０　三宮山田東急ビル８階
契約担当役　所長　西村　亮一

21.2.2
（株）大林組
兵庫県神戸市中央区
加納町４－４－１７

当該契約は、事務所の賃貸借契約を締
結している契約相手方の指定する業者
との契約であるため、会計細則第52条
第6号に該当するため。

－ 5,208,000 － －

当該契約は、事務所の賃貸借契
約を締結している契約相手方の
指定する業者との契約であるた
め。
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事務所原状回復工事

独立行政法人労働者健康福祉
機構兵庫産業保健推進センタ-
〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通６－
１－２０　三宮山田東急ビル８階
契約担当役　所長　西村　亮一

21.3.2

（株）カワサキライフ
コーポレーション
兵庫県神戸市中央区
東川崎町１－１－３

当該契約は、事務所の賃貸借契約を締
結している契約相手方の指定する業者
との契約であるため、会計細則第52条
第6号に該当するため。

－ 3,507,000 － －

当該契約は、事務所の賃貸借契
約を締結している契約相手方の
指定する業者との契約であるた
め。
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〔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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