
様式第21号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康福祉機構本部
施設の所在地 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地
契約担当役氏名 亀澤 典子

工事の名称、場所、期間及び種別 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）
予定価格（税込、円） 契約金額（税込、円） 落札率 備 考

高尾みころも霊堂消火設備等改修その
２工事

平成27年5月27日

（株）シミズ・ビル
ライフケア
東京都中央区京橋二
丁目10番2号

一般競争入札 126,003,600 119,880,000 95.1%

岡山労災看護専門学校敷地調査業務一
式

平成27年7月24日

（株）日さく東日本
支社
埼玉県さいたま市大
宮区桜木町四丁目199
番地3

一般競争入札 9,115,200 5,918,400 64.9%

旭労災病院構内整備工事 平成27年11月6日
（株）enable
名古屋市名東区香流
三丁目316番地

一般競争入札 41,029,200 40,976,280 99.9%

岡山労災看護専門学校建築工事 平成28年2月10日
（株）大本組
岡山市北区内山下1-
1-13

一般競争入札 1,580,040,000 1,463,400,000 92.6%

岡山労災看護専門学校電気設備工事 平成28年2月24日
（株）雄電社
東京都品川区旗の台
2-8-21

一般競争入札 213,224,400 159,840,000 75.0%

競争入札に係る情報の公表（工事）



様式第21号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康福祉機構本部
施設の所在地 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地
契約担当役氏名 亀澤 典子

工事の名称、場所、期間及び種別 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）
予定価格（税込、円） 契約金額（税込、円） 落札率 備 考

競争入札に係る情報の公表（工事）

岡山労災看護専門学校機械設備工事 平成28年2月24日

（株）三晃空調中国
支店
広島市中区紙屋町1-
2-22

一般競争入札 352,728,000 282,960,000 80.2%



様式第22号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康福祉機構本部
施設の所在地 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地
契約担当役氏名 亀澤 典子

工事の名称、場所、期間及び種別 契約を締結した日
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根拠となる
会計細則の条項及び理由（企画競争又

は公募の実施）

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

落札率
再就職の
役員の数

備
考

平成27年度事務管理棟整備工事監理業
務

平成27年4月1日

株式会社佐藤総合計
画
東京都墨田区横網二
丁目10番12号

会計細則第５２条第６号
契約の性質又は目的が競争に適さない
とき

11,610,000 11,556,000 99.5% 0

平成27年度大阪労災看護専門学校整備
工事監理業務

平成27年4月20日
（株）梓設計
東京都品川区東品川
二丁目1番11号

会計細則第５２条第６号
契約の性質又は目的が競争に適さない
とき

20,151,720 20,088,000 99.7% 0

営繕積算システム単価作成業務 平成27年4月23日

一般財団法人建築コ
スト管理システム研
究所
東京都港区西新橋三
丁目25番33号

公募方式実施要領第１０号 9,411,120 8,964,000 95.2% 0

岡山労災看護専門学校設計業務 平成27年5月29日

（株）内藤建築事務
所
京都市左京区田中大
堰町182番地

（公募型プロポーザルを実施） 64,697,563 64,220,160 99.3% 0

高尾みころも霊堂消火設備等改修その
２工事監理業務

平成27年6月5日

（株）伊藤喜三郎建
築研究所
東京都豊島区高田二
丁目17番22号

会計細則第５２条第６号
契約の性質又は目的が競争に適さない
とき

1,060,560 1,058,400 99.8% 0

随意契約に係る情報の公表（工事）



様式第22号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康福祉機構本部
施設の所在地 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地
契約担当役氏名 亀澤 典子

工事の名称、場所、期間及び種別 契約を締結した日
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根拠となる
会計細則の条項及び理由（企画競争又

は公募の実施）

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

落札率
再就職の
役員の数

備
考

随意契約に係る情報の公表（工事）

旭労災病院構内整備工事監理業務 平成27年11月20日
（株）梓設計
東京都品川区東品川
二丁目1番11号

会計細則第５２条第６号
契約の性質又は目的が競争に適さない
とき

330,480 324,000 98.0% 0

旭労災病院構内整備工事（第１回変
更）

平成27年12月4日
（株）enable
名古屋市名東区香流
三丁目316番地

会計細則第５２条第５号
急速に契約するのでなければその機会
を失うおそれのあるとき、又は著しく
不利な価格その他条件をもって契約し
なければならないおそれがあるとき

7,516,800 7,020,000 93.4% 0

大阪労災病院設計業務 平成27年12月7日

（株）石本建築事務
所
東京都千代田区九段
南四丁目6番12号

（公募型プロポーザルを実施） 398,364,166 398,141,600 99.9% 0

岡山労災看護専門学校敷地調査業務一
式（第１回変更）

平成27年12月14日

（株）日さく東日本
支社
埼玉県さいたま市大
宮区桜木町四丁目199
番地3

会計細則第５２条第２号
現に施工中の工事、製造、加工若しく
は修理又は物品の購入でこれを他の者
に分割して履行させることが不利であ
るとき

7,776,000 7,668,000 98.6% 0

富山労災病院新棟建築工事（第４回変
更）

平成28年1月14日

熊谷組・トーエネッ
ク・大気社特定建設
工事共同企業体
石川県金沢市広岡二
丁目13番5号

会計細則第５２条第６号
契約の性質又は目的が競争に適さない
とき

128,412,000 128,412,000 100.0% 0



様式第22号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康福祉機構本部
施設の所在地 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地
契約担当役氏名 亀澤 典子

工事の名称、場所、期間及び種別 契約を締結した日
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根拠となる
会計細則の条項及び理由（企画競争又

は公募の実施）

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

落札率
再就職の
役員の数

備
考

随意契約に係る情報の公表（工事）

岡山労災看護専門学校建築工事 平成28年2月10日
株式会社大本組
岡山市北区内山下1-
1-13

会計細則第５２条第６号
契約の性質又は目的が競争に適さない
とき

1,580,040,000 1,463,400,000 92.6% 0

岡山労災看護専門学校電気設備工事 平成28年2月24日
株式会社雄電社
東京都品川区旗の台
2-8-21

会計細則第５２条第６号
契約の性質又は目的が競争に適さない
とき

213,224,400 159,840,000 75.0% 0

岡山労災看護専門学校機械設備工事 平成28年2月24日
株式会社三晃空調
広島市中区紙屋町1-
2-22

会計細則第５２条第６号
契約の性質又は目的が競争に適さない
とき

352,728,000 282,960,000 80.2% 0

高尾みころも霊堂消火設備等改修その
２工事（第１回変更）

平成28年2月29日

株式会社シミズ・ビ
ルライフケア
東京都中央区京橋2-
10-2

会計細則第５２条第６号
契約の性質又は目的が競争に適さない
とき

9,612,000 9,612,000 100.0% 0

岡山労災看護専門学校建築工事（第１
回変更）

平成28年3月28日
株式会社大本組
岡山市北区内山下1-
1-13

会計細則第５２条第６号
契約の性質又は目的が競争に適さない
とき

253,908,000 253,800,000 100.0% 0



様式第22号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康福祉機構本部
施設の所在地 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地
契約担当役氏名 亀澤 典子

工事の名称、場所、期間及び種別 契約を締結した日
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根拠となる
会計細則の条項及び理由（企画競争又

は公募の実施）

予定価格
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

落札率
再就職の
役員の数

備
考

随意契約に係る情報の公表（工事）

岡山労災看護専門学校電気設備工事
（第１回変更）

平成28年3月28日
株式会社雄電社
東京都品川区旗の台
2-8-21

会計細則第５２条第６号
契約の性質又は目的が競争に適さない
とき

2,192,400 2,192,400 100.0% 0

山陰労災病院 基本計画・設計業務
（第７回変更）

平成28年3月30日

株式会社伊藤喜三郎
建築研究所
東京都豊島区高田二
丁目１７番２２号

会計細則第５２条第６号
契約の性質又は目的が競争に適さない
とき

49,433,200 49,068,160 99.3% 0



様式第23号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康福祉機構本部
施設の所在地 神奈川県川崎市幸区堀川町580
契約担当役氏名 亀澤 典子

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）

予定価格（税込、
円）

契約金額（税込、
円）

落札率 備 考

総合研修センター業務一式 平成27年4月1日
（株）クリーン工房
埼玉県さいたま市中央
区新都心１１番地２

一般競争入札 － 34,175,520 －

ＤＰＣデータ分析システムの構築及
び運用管理一式

平成27年4月1日

メディカル・データ・
ビジョン（株）
東京都千代田区神田美
土代町７

一般競争入札 － 9,720,000 －

ジェネリック医薬品の共同購入 平成27年4月1日
東和薬品(株)
大阪府門真市新町町２
番１１号

一般競争入札 － － －
単価契約

予定調達総額
119,617,560円

職員宿舎等に係る火災保険付保一式 平成27年4月1日

あいおいニッセイ同和
損害保険（株）
東京都渋谷区恵比寿１
－２８－１

一般競争入札 － 2,630,200 －

ＣＭＳを用いた自主管理が可能な
ホームページの再構築及び保守業務
に係る調達一式

平成27年4月1日
（株）インフォネット
東京都中央区京橋１－
６－１

一般競争入札 － 3,078,000 －

産業保健活動総合支援事業に係るレ
ンタカー単価契約

平成27年4月1日

㈱日産カーレンタルソ
リューション
神奈川県横浜市西区高
島一丁目１番１号

一般競争入札 － － －
単価契約

予定調達総額
4,633,200円

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）



様式第23号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康福祉機構本部
施設の所在地 神奈川県川崎市幸区堀川町580
契約担当役氏名 亀澤 典子

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）

予定価格（税込、
円）

契約金額（税込、
円）

落札率 備 考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

産業保健情報誌「産業保健２１」編
集業務委託一式

平成27年4月1日
（株）労働調査会
東京都豊島区北大塚２
－４－５

一般競争入札 － 9,428,400 －

人材派遣契約（一般事務業務） 平成27年4月1日
マンパワーグループ㈱
神奈川県みなとみらい
二丁目２番１号

一般競争入札 － － －
単価契約

予定調達総額
4,199,862円

固定電話通信サービスの調達一式 平成27年4月1日

ソフトバンクモバイル
㈱
東京都港区東新橋一丁
目９番１号

一般競争入札 － － －
単価契約

予定調達総額
2,566,080円

病職歴システムに係るプログラムの
保守一式

平成27年4月1日

（株）テイルウィンド
システム
東京都立川市曙町二丁
目８番１８号

一般競争入札 － 6,804,000 －

労災疾病等医学研究システム及び病
職歴システムに係るハードウェア機
器の保守

平成27年4月1日

NECネクサソリューショ
ンズ㈱
東京都港区三田一丁目4
番28号
ほか

一般競争入札 － 13,867,200 －

労災疾病等研究・開発、普及ネット
ワークシステムに係る運用及び普及
サイトの保守に関する業務委託

平成27年4月1日
（株）大日テクナ
東京都千代田区神田和
泉町１-２-１４

一般競争入札 － 29,160,000 －



様式第23号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康福祉機構本部
施設の所在地 神奈川県川崎市幸区堀川町580
契約担当役氏名 亀澤 典子

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）

予定価格（税込、
円）

契約金額（税込、
円）

落札率 備 考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

基幹業務システム及び本部ネット
ワーク環境に係る運用
支援業務

平成27年4月1日

NECネクサソリューショ
ンズ㈱
東京都港区三田一丁目4
番28号
ほか

一般競争入札 － 12,966,480 －

労災疾病等研究システム及びシステ
ム基盤機能のプログラム保守一式

平成27年4月1日

NECネクサソリューショ
ンズ㈱
東京都港区三田一丁目4
番28号
ほか

一般競争入札 － 3,888,000 －

自動車保険付保一式 平成27年5月1日

損害保険ジャパン日本
興亜（株）
東京都新宿区西新宿一
丁目26番1号

一般競争入札 － 1,203,280 －

平成28年度労働者健康福祉機構新規
事務職員採用試験一式

平成27年5月7日

（株）日本経営協会総
合研究所
東京都渋谷区千駄ヶ谷
３丁目１１番８号

一般競争契約入札 － 2,808,000 －

平成27年度産業殉職者合祀慰霊式に
おける設営、撤去及び運営業務委託
一式

平成27年7月9日

（株）ＮＨＫプロモー
ション
東京都渋谷区神山町５
－５ＮＲビル

一般競争入札 － 11,232,000 －

医療機器に係るファイナンス・リー
ス（デジタル式乳房用Ｘ線撮影装置
外１６式）

平成27年7月24日

ＮＴＴファイナンス
（株）
東京都港区芝浦１－２
－１

一般競争入札 － 2,891,005,344 －



様式第23号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康福祉機構本部
施設の所在地 神奈川県川崎市幸区堀川町580
契約担当役氏名 亀澤 典子

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）

予定価格（税込、
円）

契約金額（税込、
円）

落札率 備 考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

ジェネリック医薬品の共同購入 平成27年7月31日
東和薬品(株)
大阪府門真市新町町２
番１１号

一般競争入札 － － －
単価契約

予定調達総額
9,901,855円

看護衣等の購入 平成27年8月7日
（株）トーホーユニ
東京都千代田区神田小
川町２丁目１番７号

一般競争入札 － － －
単価契約

予定調達総額
4,806,777円

パンティストッキングの購入 平成27年8月7日
（株）トーホーユニ
東京都千代田区神田小
川町２丁目１番７号

一般競争入札 － － －
単価契約

予定調達総額
1,147,302円

医療材料のマスタ整備及びベンチ
マーク分析に係る業務委託

平成27年10月15日

（株）エム・アール・
ピー
広島県広島市南区稲荷
町１－１

一般競争入札 － 5,616,000 －

独立行政法人労働者健康安全機構へ
の法人名変更に伴う公印作製

平成27年12月1日

（株）サンバーストに
いがた
新潟県新潟市西区小新
２１５１番地２

一般競争入札 － 1,442,206 －

医療機器に係るファイナンス・リー
ス（Ｘ線骨密度測定装置 外７式）

平成27年12月10日

ＮＴＴファイナンス
（株）
東京都港区芝浦１－２
－１

一般競争入札 － 350,097,552 －



様式第23号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康福祉機構本部
施設の所在地 神奈川県川崎市幸区堀川町580
契約担当役氏名 亀澤 典子

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）

予定価格（税込、
円）

契約金額（税込、
円）

落札率 備 考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

平成２８年度分給与支給明細書等の
配布用封筒の作成

平成28年1月27日

ナカバヤシ（株）東京
本社
東京都板橋区東坂下２
丁目５番１号

一般競争入札 － 1,050,926 －

勤労者医療調査票の変更に伴う病職
歴システム改修一式

平成28年1月29日

（株）テイルウィンド
システム
東京都立川市曙町二丁
目８番１８号

一般競争入札 － 1,712,880 －

予防医療データ管理システム構築業
務

平成28年2月23日

システムサプライ
（株）
横浜市港北区新横浜二
丁目１２番地１光伸ビ
ル３階

一般競争入札 － 4,968,000 －

インターネット接続用及び基幹業務
システム用パソコンの調達

平成28年2月29日
富士テレコム（株）
東京都板橋区板橋１－
５３－２ＴＭ２１ビル

一般競争入札 － 2,484,000 －

労働安全衛生法に基づくストレス
チェック制度実施マニュアル等の印
刷製本業務

平成28年3月3日
（株）東京法規出版
東京都文京区本駒込２
丁目29番22号

一般競争入札 － 3,198,960 －

DVD（元気な職場をつくるメンタルヘ
ルス4-6）の購入

平成28年3月3日

（株）アスパクリエイ
ト
東京都文京区本郷五丁
目25番16号石川ビル10
階

一般競争入札 － 7,358,040 －



様式第24号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康福祉機構本部
施設の所在地 神奈川県川崎市幸区堀川町580
契約担当役氏名 亀澤 典子

物品等若しくは役務の名称及び数量 契約を締結した日
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根拠とな
る会計細則の条項及び理由（企画競

争又は公募の実施）

予定価格（税込、
円）

契約金額（税込、
円）

落札率
再就職の
役員の数

備 考

タクシー供給業務一式 平成27年4月1日
東京私鉄共同組合
東京都渋谷区東3-21-10

公募方式実施要領第10号 －
関東運輸局の認可

料金に基づく
－ 0

電子ジャーナル及びEBM情報検索・診
療サポートツール一式

平成27年4月1日

EBSCO，
INTERNATIONAL，INC．
5724Highway280EastBie
mingham,AL,U.S.A

公募方式実施要領第10号 － 10,917,000 － 0

本部借上宿舎に係る賃貸借契約 平成27年4月1日
（独）都市再生機構
神奈川県横浜市中区本
町六丁目５０番地１

会計細則第52条（６）契約の性質又
は目的が競争に適さないとき。

－ 6,008,500 － 0

労働者健康福祉機構本部清掃請負業
務

平成27年4月1日
（株）オール商会
東京都中央区銀座一丁
目24番9号

会計細則第52条（６）契約の性質又
は目的が競争に適さないとき。

－ 7,516,800 － 0

産業保健情報誌「産業保健２１」
（８１～８４号）印刷製本

平成27年5月11日
サンメッセ（株）
岐阜県大垣市久瀬川町
７丁目５番地の１

会計細則第53条（１）競争に付して
も応札者のないとき、又は再度の入
札に付しても落札者がないとき。

－ 4,987,440 － 0

２０年勤続表彰者記念品「ボールペ
ン」（２４０組）及び３０年勤続表
彰者記念品「ボールペン」（１７２
組）の購入

平成27年6月4日
（株）日新堂
東京都中央区銀座七丁
目９番１３号

会計細則第53条（１）競争に付して
も応札者のないとき、又は再度の入
札に付しても落札者がないとき。

－ 1,417,932 － 0

富山労災病院の経営コンサルティン
グ業務一式

平成27年6月26日

（株）日本経営エス
ディサポート
大阪府豊中市寺内２丁
目１３番３号

会計細則第53条（１）競争に付して
も応札者のないとき、又は再度の入
札に付しても落札者がないとき。

－ 9,936,000 － 0

労働安全衛生総合研究所との統合に
係る財務会計・管財システムの改修
一式

平成28年9月18日

ＮＥＣネクサソリュー
ションズ（株）
東京都港区三田１丁目
４番２８号

会計細則第52条（２）現に履行中の
工事、製造、加工若しくは修理又は
物品の購入に関する契約でこれを他
の者に分割して履行させることが不
利であるとき。

－ 161,859,060 － 0

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）



様式第24号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康福祉機構本部
施設の所在地 神奈川県川崎市幸区堀川町580
契約担当役氏名 亀澤 典子

物品等若しくは役務の名称及び数量 契約を締結した日
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根拠とな
る会計細則の条項及び理由（企画競

争又は公募の実施）

予定価格（税込、
円）

契約金額（税込、
円）

落札率
再就職の
役員の数

備 考

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）

平成２７年度会計監査契約 平成27年9月30日

有限責任あずさ監査法
人
東京都新宿区津久戸町
１番２号

会計細則第52条（６）契約の性質又
は目的が競争に適さないとき。

－ 23,760,000 － 0

法人統合に伴う人事給与システムの
改修（法人名変更）

平成28年2月19日

株式会社ＮＴＴデータ
ビジネスシステムズ
東京都品川区西五反田
3-7-10

会計細則第52条（２）現に履行中の
工事、製造、加工若しくは修理又は
物品の購入に関する契約でこれを他
の者に分割して履行させることが不
利であるとき。

－ 4,043,520 － 0

ドメイン名変更に伴うインフラ変更
作業の調達

平成28年2月26日

ＮＥＣネクサソリュー
ションズ（株）
東京都港区三田１丁目
４番２８号

会計細則第52条（６）契約の性質又
は目的が競争に適さないとき。

－ 3,402,000 － 0

新ドメイン用メールアカウント追加
調達

平成28年2月26日

ＮＥＣネクサソリュー
ションズ（株）
東京都港区三田１丁目
４番２８号

会計細則第52条（６）契約の性質又
は目的が競争に適さないとき。

－ 5,021,913 － 0


