
様式第21号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
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

法人番号
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

平成29年度営繕積算システム単価作成
業務

平成29年5月24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

4010405010399 一般競争入札 6,973,560 6,890,400 98.8%

旭労災病院新棟整備工事 平成29年5月31日

佐藤・新生・トーエ
ネック特定建設工事
共同企業体
愛知県名古屋市東区
泉一丁目２番３号

一般競争入札 7,861,320,000 6,550,200,000 83.3%

競争入札に係る情報の公表（工事）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟
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様式第22号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
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

法人番号
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29年度岡山労災看護専門学校整備
工事監理業務

平成29年4月1日

（株）内藤建築事務
所
京都市左京区田中大
堰町182番地

4130001025120

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

7,711,200 7,668,000 99.4% 0

平成29年度釧路労災看護専門学校整備
工事監理業務

平成29年4月1日
（株）山下設計
東京都中央区日本橋
小網町6番1号

8010001088943

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

17,679,600 17,679,600 100% 0

旭労災病院新棟整備工事監理業務 平成29年6月22日
（株）梓設計
東京都品川区東品川
２丁目１番１１号

9010701000413
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

52,692,400 52,625,440 99.8% 0

岡山労災看護専門学校建築工事（第５
回変更）

平成29年7月21日

（株）大本組岡山支
店
岡山県岡山市北区内
山下１－１－１３

9010701000413

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

34,063,200 34,020,000 99.8% 0

アスベスト関連疾患の研究・研修施設
（仮称）その他整備工事

平成29年7月24日
（株）津島工業
岡山県岡山市北区横
井上２３０番地の１

7260001004414

会計細則第５３条第１項
競争に付しても入札者がいないとき、
又は再度の入札に付しても落札者がい
ないとき

165,456,000 165,240,000 99.8% 0

随意契約に係る情報の公表（工事）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟
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様式第22号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
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

法人番号
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）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟

アスベスト関連疾患の研究・研修施設
（仮称）その他整備工事監理業務

平成29年7月26日

（株）内藤建築事務
所
京都府京都市左京区
田中大堰町１８２番
地

4130001025120
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

4,588,000 4,181,920 91.1% 0

富山労災病院解体・外構整備工事（第
２回変更）

平成29年11月17日
相澤建設（株）
富山県富山市上飯野
４３番地の５

4230001000039

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

37,292,400 36,936,000 99% 0

富山労災病院改修設計業務 平成29年11月28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

6010001010636
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

11,939,400 10,800,000 90.4% 0

山陰労災病院改修その他工事 平成29年12月27日
（株）懸樋工務店
鳥取県鳥取市桂見５
７３番地

4270001000150

会計細則第５３条第１項
競争に付しても入札者がいないとき、
又は再度の入札に付しても落札者がい
ないとき

82,468,800 82,080,000 99.5% 0

山陰労災病院改修その他工事監理業務 平成30年2月1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

4010701015432
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

7,853,760 7,819,200 99.5% 0

2/3



様式第22号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
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

法人番号
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）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟

アスベスト関連疾患の研究・研修施設
（仮称）その他整備工事(第１回変更)

平成30年2月14日
（株）津島工業
岡山県岡山市北区横
井上２３０番地の１

7260001004414

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

12,787,200 12,571,200 98.3% 0

岡山労災看護専門学校建築工事（第６
回変更）

平成30年2月19日

（株）大本組岡山支
店
岡山県岡山市北区内
山下１－１－１３

9010701000413

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

18,122,400 18,090,000 99.8% 0

旭労災病院新棟整備工事(第１回変更) 平成30年3月20日

佐藤・新生・トーエ
ネック特定建設工事
共同企業体
愛知県名古屋市東区
泉一丁目２番３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

48,330,000 48,060,000 99.4% 0

大阪労災病院設計業務(第２回変更) 平成30年3月29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

6010001010636

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

21,498,480 21,492,000 99.97% 0

旭労災病院新棟整備工事監理業務 平成30年3月29日
（株）梓設計
東京都品川区東品川
２丁目１番１１号

9010701000413

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

2,721,600 2,700,000 99.2% 0
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様式第23号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
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
法人番号

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

労働者健康安全機構本部主催集合研
修における講師派遣一式

平成29年4月1日
（株）パトス
東京都港区南青山2丁目
4番17号

5010401024220 一般競争入札 － 9,894,960 －

平成29年度医師賠償責任保険付保一
式

平成29年4月1日

東京海上日動火災保険
（株）
東京都千代田区神田駿
河台3丁目11番1号

2010001008824 一般競争入札 － 332,477,420 －

平成29年度職員宿舎等に係る火災保
険付保一式

平成29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丁
目28番1号

3011001027739 一般競争入札 － 6,429,100 －

DPCデータ分析システムの構築及び運
用管理一式

平成29年4月1日

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ﾃﾞｰﾀ･ﾋﾞｼﾞｮﾝ
（株）
東京都千代田区神田美
士代町7番地

7010001087640 一般競争入札 － 2,527,200 －

平成30年度労働者健康安全機構新規
事務職採用試験一式

平成29年4月28日

（株）日本経営協会総
合研究所
東京都新宿区西新宿2丁
目7番1号

3011001017517 一般競争入札 － 2,339,280 －

自動車保険付保一式 平成29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1丁
目26番1号

4011101023372 一般競争入札 － 1,184,130 －

グループウェアシステムのライセン
ス更新及びデータセンター機器保守
運用一式

平成29年5月24日

NECネクサソリューショ
ンズ（株）
東京都港区三田一丁目4
番地の28

7010401022924 一般競争入札 － 7,169,040 －

産業保健情報誌「産業保健２１」
（８９～９２号）印刷製本

平成29年5月26日
サンメッセ（株）
岐阜県大垣市久瀬川町
七丁目5番地の1

9200001013658 一般競争入札 － 5,028,480 －

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟
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様式第23号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
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
法人番号

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）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟

20年勤続表彰者記念品「ボールペ
ン」（267組）及び30年勤続表彰者記
念品「ボールペン」（204組）

平成29年6月7日
（株）日新堂
東京都中央区銀座七丁
目9番地の13

9030001076656 一般競争入札 － 1,916,848 －

「平成29年度産業保健活動総合支援
業務アウトカム調査」業務委託一式

平成29年7月3日

（株）東京商工リサー
チ
東京都千代田区大手町1
丁目3番1号

5010001134287 一般競争入札 － 5,467,316 －

共通基盤の構築及び運用・保守並び
にデータセンター運用業務

平成29年7月10日
富士テレコム（株）
東京都板橋区板橋一丁
目53番地の2

6011401007346 一般競争入札 － 261,360,000 －

①平成29年産業保健関係助成金のご
案内リーフレット、②産業保健活動
総合支援センター事業案内の作成並
びに関係機関への送付

平成29年7月24日
（株）アイネット
東京都中央区銀座1丁目
16番21号

5010001067883 一般競争入札 － 1,015,200 －

平成29年度マネジメント監査及びペ
ネトレーションテスト業務委託一式

平成29年8月21日

富士通エフ・アイ・
ピー（株）
東京都港区芝浦一丁目2
番1号

6010601024969 一般競争入札 － 8,650,184 －

医療機器に係るファイナンス・リー
ス（病院情報システム外１３式）

平成29年8月30日
NTTファイナンス（株）
東京都港区港南一丁目2
番7号

8010401005011 一般競争入札 － 2,080,280,880 －

看護衣等の購入 平成29年9月1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

7010001024668 一般競争入札 － 2,782,436 －

アスベスト関連疾患研究・研修施設
（仮称）における全自動免疫染色装
置一式

平成29年9月22日
（株）カワニシ
岡山県岡山市北区今１
丁目４番３１号

8260001008348 一般競争入札 － 6,264,000 －
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様式第23号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
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
法人番号

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）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟

次期データセンターに係るインター
ネット接続サービス更新

平成29年10月6日

NTTコミュニケーション
ズ（株）
東京都千代田区内幸町
１丁目１番６号

7010001064648 一般競争入札 － 5,043,060 －

医療機器に係るファイナンス・リー
ス（乳房Ｘ線撮影装置外１１式）

平成29年11月13日
NTTファイナンス（株）
東京都港区港南一丁目2
番7号

8010401005011 一般競争入札 － 532,133,712 －

機密文書外部保管及び集荷業務一式 平成29年12月26日
三菱倉庫（株）
東京都中央区新川一丁
目28番24号

8010001034947 一般競争入札 － 14,139,846 －

人事給与システム更新に伴うデータ
移行及びテスト支援業務一式

平成29年12月28日

グラビス・アーキテク
ツ(株)
東京都港区赤坂２丁目
２０番５号

6430001049574 一般競争入札 － 13,824,000 －

「治療と仕事の両立支援に係る周
知」広報業務一式

平成30年1月22日
(株)日本経済社
東京都中央区銀座７丁
目１３番２０号

6010001062000 一般競争入札 － 15,530,400 －

産業保健・賃金援護システム基幹
サーバーの更新及び移行一式

平成30年1月25日

（株）エス・ティ・ア
イ
東京都板橋区板橋三丁
目9番地の7

4011401000922 一般競争入札 － 14,904,000 －

アスベスト関連疾患研究・研修施設
（仮称）における機器調達（①マイ
クロプレートリーダー一式）

平成30年1月29日
(株)五洋医療器
広島県福山市明神町２
丁目２番３０号

1240001039582 一般競争入札 － 4,100,220 －

アスベスト関連疾患研究・研修施設
（仮称）における機器調達（②超低
温フリーザー一式）

平成30年1月29日
(株)五洋医療器
広島県福山市明神町２
丁目２番３０号

1240001039582 一般競争入札 － 3,046,680 －
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様式第23号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
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
法人番号

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）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟

アスベスト関連疾患研究・研修施設
（仮称）における機器調達（③アス
ベスト測定用位相差顕微鏡一式）

平成30年1月29日
(株)五洋医療器
広島県福山市明神町２
丁目２番３０号

1240001039582 一般競争入札 － 3,186,000 －

アスベスト関連疾患研究・研修施設
（仮称）における機器調達（④アス
ベスト測定用位相差顕微鏡一式（カ
ンファレンス用））

平成30年1月29日
(株)五洋医療器
広島県福山市明神町２
丁目２番３０号

1240001039582 一般競争入札 － 5,054,400 －

アスベスト関連疾患研究・研修施設
（仮称）における機器調達（⑤オー
ルインワン蛍光顕微鏡一式）

平成30年1月29日
(株)カワニシ
岡山県岡山市北区今１
丁目４番３１号

8260001008348 一般競争入札 － 11,009,844 －

アスベスト関連疾患研究・研修施設
（仮称）における機器調達（⑥ＦＩ
ＳＨ標本作製装置一式）

平成30年1月29日
(株)カワニシ
岡山県岡山市北区今１
丁目４番３１号

8260001008348 一般競争入札 － 4,860,000 －

アスベスト関連疾患研究・研修施設
（仮称）における映像・音響設備他
一式

平成30年1月29日
(株)両備システムズ
岡山県岡山市南区豊成
２丁目７番１６号

8260001007077 一般競争入札 － 10,584,000 －

産業保健総合支援センター等におけ
る統合脅威管理機器（UTM)情報セ
キュリティサービス業務

平成30年3月12日

キヤノンマーケティン
グジャパン（株）
東京都港区港南２丁目
１６－６

5010401008297 一般競争入札 － 7,767,360 －

治療と仕事の両立支援カード収納用
スタンドの購入一式

平成30年2月23日
（株）ミクニ商会
東京都千代田区鍛冶町1
丁目8番6号

010001030093 一般競争入札 － 8,143,416 －
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様式第24号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
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
法人番号

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 平成29年4月1日

東京私鉄自動車協同組
合　他4社
東京都渋谷区東3丁目21
番10号　他

8011005000753 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

平成28事業年度財務諸表等作成に伴う
退職給付に係る会計諸数値数理計算業
務委託

平成29年4月11日
三井住友信託銀行(株)
東京都千代田区丸の内1
丁目4番1号

2010001146005
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

－ 4,047,030 － 0

平成29年度産業保健関係助成金のご案
内印刷製本及び発送

平成29年5月29日
（株)大和
神奈川県川崎市大川町
11番6号

3020001073593
会計細則第52 条（９）
予定価格が250万円を超えない工事又
は製造をさせるとき

－ 1,553,040 － 0

人事給与システム改修 平成29年5月31日

（株）NTTデータ・ビジ
ネス・システムズ
東京都品川区西五反田3
丁目7番10号

2010701025004
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

－ 3,240,000 － 0

平成29年度産業殉職者合祀慰霊式にお
ける挙行及び運営等業務委託

平成29年8月31日

（株）エヌエイチケイ
プロモーション
東京都渋谷区神山町５
番５号

8011001003974

会計細則第５３条第１項
競争に付しても入札者がいないと
き、又は再度の入札に付しても落札
者がいないとき

－ 15,890,819 － 0

平成29年度会計監査契約 平成29年9月29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

3011105000996
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。

－ 22,680,000 － 0

労災疾病等医学研究・開発、普及ネッ
トワークシステムに係る通信網の調達
における変更契約

平成29年10月30日
ＫＤＤＩ（株）
東京都千代田区大手町1
丁目8番1号

9011101031552
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。

－ 2,658,960 － 0

人事給与システム更新に伴う現行シス
テムの移行情報作成業務

平成30年3月5日

（株）NTTデータ・ビジ
ネス・システムズ
東京都品川区西五反田3
丁目7番10号

2010701025004
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

－ 3,240,000 － 0

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟
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様式第24号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
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
法人番号

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）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟

現行基幹業務システム（人事・給与）
のマイグレーション及び運用・保守等
一式に係る保守運用期間延長における
変更契約

平成30年3月16日

（株）NTTデータ・ビジ
ネス・システムズ
東京都品川区西五反田3
丁目7番11号

2010701025004

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

－ 9,450,000 － 0

次期基幹業務システム（動作基盤）構
築・運用一式に係る保守運用期間延長
における契約

平成30年3月25日

NECネクサソリューショ
ンズ（株）
東京都港区三田一丁目4
番地の28

7010401022924

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

－ 4,179,600 － 0

事業統計システムの改修 平成30年3月16日

（株）NTTデータ・ビジ
ネス・システムズ
東京都品川区西五反田3
丁目7番10号

2010701025004
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

－ 3,672,000 － 0
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