
 

公募型競争入札方式に係る手続の開始の公示  

 

次のとおり企画競争に付します。 

令和3年2月1日 

契約担当役 

独立行政法人労働者健康安全機構 

労働安全衛生総合研究所 所長 梅崎 重夫 

◎調達機関番号 621 ◎所在地番号 13 

○第167号 

１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71 

(2) 調達件名及び数量 令和３年度「放射線業

務従事者の健康影響に関する疫学研究」事業

に係る健康診断協力機関に対する管理統括業

務委託 一式 

(3) 調達件名の仕様等 企画競争説明書による。 

(4) 履行期間 企画競争説明書による。 

(5) 納品場所 企画競争説明書による。 

(6) 入札方法 落札の決定は、企画競争方式を

もって行う。 

２ 競争参加資格 

(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当し

ない者であること。ただし、未成年者、被保

佐人又は被補助人であって、契約締結のため

に必要な同意を得ている者は、同条中、特別

な理由が有る場合に該当する。 

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当し

ない者であること。 

(3) 令和1・2・3年度厚生労働省競争参加資格

(全省庁統一資格)において「役務の提供等」

においてＡ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に格付され、

又は当該資格を有しないで、本企画競争に係

る企画提案書提出期限までに当該資格の認定

を受けた者であること。 

（4）令和２年12月31日現在において、労働基準

法（昭和22年法律第49号）及び労働安全衛生

法（昭和47年法律第57号)その他の労働関係

法令に違反したことにより監督官庁から過去



 

１年以内に処分を受けた者、同法令違反容疑

で有罪判決を宣告され刑の執行中（執行猶予

の場合は執行猶予期間経過中）の者、又は同

法令違反容疑で逮捕勾留、書類送検若しくは

起訴されている者でないこと。 

 (5) その他契約担当役が必要と定める資格を

有する者であること。 

３ 企画提案書の提出場所等 

(1) 企画提案書の提出場所、契約条項を示す場

所、企画競争説明書の交付場所及び問い合わ

せ先 

〒214－8585 神奈川県川崎市多摩区長尾6-

21-1 労働安全衛生総合研究所（登戸地区）

管理部管理第二課契約係  

電話044-865-6111（内線207） 

FAX 044-865-6116 

(2) 企画競争説明書の交付方法 本公告の日か

ら上記３(1)の交付場所にて交付する（メー

ルによる交付を希望する場合は、上記３（１）

のFAX宛てに件名及び送信先アドレスを記載

した文書（様式任意）を送信すること。）。 

(3) 企画競争説明会の参加方法 令和３年２月

９日（火）12:00までに以下の宛先まで申し

込むこと。 

 労働安全衛生総合研究所（登戸地区） 

 労働者放射線障害防止研究センター 

 電話：044-865-6139 

Fax： 044-888-2303 

  (4) 企画競争説明会の日時及び場所 令和３年

２月10日（水）10時 

  〒214-8585 神奈川県川崎市多摩区長尾6-

21-1 労働安全衛生総合研究所（登戸地区） 

(5) 企画提案書の受領期限 令和３年３月23日

(火)12時（必着）  

４ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨。 

(2) 契約保証金 免除。 



 

(3) 提案書入札の無効 本公告に示した入札参

加に必要な資格のない者のした入札及び入札

の条件に違反した入札。 

(5) 契約書作成の要否 要。 

(6) 契約業者の決定方法 本公告に示した業務

を履行できると契約担当役が判断した者であ

って、契約担当役が企画競争説明書で指定す

る性能、機能及び技術（以下「性能等」とい

う。）のうち、必須とした項目の最低限の要

求要件を全て満たしている性能等を提案した

提案者の中から、契約担当役が企画競争説明

書で定める企画競争の方法をもって優先交渉

業者を定めた後、独立行政法人労働者健康安

全機構会計細則第42条に基づき作成された予

定価格の制限の範囲内で、契約業者を決定す

る。 

５ Summary 

(1) Contracting Entity: Shigeo Umezaki The

Obligating Officer, Director of Japan O-

rganization of Occupational Health and  

Safety National Institute of Occupation-

al Safety and Health, Japan 

(2) Classification of the products to be  

procured: 71 

(3) Nature and quantity of the products t-

o be purchased: Subcontract outsourcing 

of management on the cooperative health 

care organizations at the Epidemiologic-

al Study on the Health Effects in Radia-

tion Workers (FY2021) 

(4) Delivery period: As in the tender Doc-

umentation 

(5) Delivery place: As in the tender Docu-

mentation 

(6) Qualification for participating in th-

e tendering procedures: Suppliers eligi-

ble for participating in the proposed t-

ender are those who shall: 



 

① not come under Article 70 of the Cab-

inet Order concerning the Budget, Audit-

ing and Accounting, Furthermore, minors,

Person under Conservatorship or Person  

under Assistance that obtained the cons-

ent necessary for concluding a contract 

may be applicable under cases of special

reasons within the said clause, 

② not come under Article 71 of the Cab-

inet Order concerning the Budget, Audit-

ing and Accounting, 

③ have Grade A or B or C or D in “offe

r of labor”for participating in tenders

by Ministry of Health, Or don't possess 

qualification concerned and be the pers-

on who got approval of qualification co-

ncerned by a plan written proposal subm-

ission time limit which affects this com

prehensive assessment. 

④ meet the qualification requirements  

which the Obligating Officer may specif-

y, 

(7) Time-limit of tender: 12:00 23 March 2

021 

(8) Contact point for the notice: Procure-

ment Section, Accounting Division, Nati-

onal Institute of Occupational Safety a-

nd Health, Japan Noborito district 6-21-

1  Nagao Tama-ku Kawasaki-shi Kanagawa- 

ken 214－8585 Japan, TEL 044－865－6111 


