
様式第21号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
豊澤　康男

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
（消費税を
含む。単
価：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

日本バイオアッセイ研究センタープ
レハブ棟基本設計業務

平成29年8月25日
（株）アクリ
東京都台東区元浅草一丁目８番６
－５０１号

一般競争契約 － 2,052,000 －

非常直流電源装置更新 平成29年9月8日
大栄電気（株）
東京都中央区湊一丁目１４番１５号

一般競争契約 － 28,944,000 －

低圧電源監視装置更新工事 平成29年11月20日
（株）東光高岳
東京都江東区豊洲５丁目６番３６号

一般競争契約 － 2,538,000 －

人体耐力実験室改修 平成29年12月8日
（株）瀧島建設
東京都板橋区氷川町６番３号

一般競争契約 － 26,784,000 －

労働安全衛生総合研究所（登戸地
区）空調自動制御機器更新等工事

平成30年1月22日
日本電技（株）
東京都墨田区両国二丁目１０番１４
号

一般競争契約 － 9,720,000 －

競争入札に係る情報の公表（工事）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名



様式第22号（第27条の２関係）

施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 豊澤　康男

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
（消費税を
含む。単
価：円）

契約金額
（消費税を
含む。単位：

円）

落札率
再就職の
役員の数

備考

吸入試験設備排気電動
弁修繕作業

平成29年6月29日
柴田科学（株）
埼玉県草加市中根一丁
目１番６２号

一般競争入札を行ったが不落で
あったため。
会計細則第53条第１項に該当する
ため。

－ 2,098,440 － －

安全衛生機器センター
（試験棟および事務棟）解
体撤去工事

平成29年12月18日
（株）瀧島建設
東京都板橋区氷川町６番
３号

一般競争入札を行ったが不落で
あったため。
会計細則第53条第１項に該当する
ため。

－ 42,768,000 － －

本部棟火災報知器設備
更新

平成30年3月23日
ホーチキ（株）西関東支社
東京都八王子千人町三
丁目３番１号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 3,186,000 － －

随意契約に係る情報の公表（工事）



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
豊澤　康男

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
（消費税を
含む。単
価：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

労働安全衛生総合研究所（清瀬地
区）内の清掃業務　一式

平成29年4月1日
（株）トリートップ
東京都練馬区石神井町二丁目７番
５号

一般競争契約 － 6,588,000 －

労働安全衛生総合研究所（清瀬地
区）の警備保安業務　一式

平成29年4月1日
（株）須田ビルメンテナンス
東京都立川市砂川町四丁目２４番
地の１３

一般競争契約 － 4,838,400 －

平成２９年度派遣労働者 平成29年4月1日
（株）ＪＰキャリアコンサルティング
東京都豊島区東池袋一丁目４８番
１０号

一般競争契約 － 1,706 －

１時間あたり単
価
（見込み総額
2,620,416円）

平成２９年度派遣労働者 平成29年4月1日
（株）エル・コーエイ
東京都千代田区麹町四丁目２番地

一般競争契約 － 3,132 －

１時間あたり単
価
（見込み総額
6,013,440円）

平成２９年度派遣労働者 平成29年4月1日
アデコ（株）
東京都南区南青山一丁目１５番９
号第４５興和ビル

一般競争契約 － 1,976 －

１時間あたり単
価
（見込み総額
1,138,176円）

平成２９年度派遣労働者 平成29年4月1日
アデコ（株）
東京都南区南青山一丁目１５番９
号第４５興和ビル

一般競争契約 － 1,649 －

１時間あたり単
価
（見込み総額
1,266,432円）

平成２９年度派遣労働者 平成29年4月1日

マンパワーグループ（株）
神奈川県横浜市西区みなとみらい
二丁目２番１号横浜ランドマークタ
ワー

一般競争契約 － 1,447 －

１時間あたり単
価
（見込み総額
1,666,944円）

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
豊澤　康男

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
（消費税を
含む。単
価：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

労働安全衛生総合研究所（登戸地
区）ボイラー等受検準備等　一式

平成29年4月1日
(株)ネツケン
大阪府寝屋川市香里本通町１９番
９号

一般競争契約 － 2,052,000 －

汚水処理装置保守点検及び水質分
析業務　一式

平成29年4月1日
(株)環境技研
東京都杉並区南荻窪四丁目１１番
１０号

一般競争契約 － 3,628,800 －

吸収冷凍機・冷温水機保守点検業
務　一式

平成29年4月1日
（株）ライズテクノサービス
大阪府貝塚市橋本４２番地５

一般競争契約 － 1,439,640 －

生物化学実験室（ＲＩ実験施設）年間
保守　一式

平成29年4月1日
（株）セフテック
神奈川県大和市中央林間四丁目１
１番２３号

一般競争契約 － 4,860,000 －

空調自動制御機器保守業務　一式 平成29年4月1日
日本電技（株）
東京都墨田区両国二丁目１０番１４
号

一般競争契約 － 3,240,000 －

インダストリアル・ヘルス誌印刷・編
集・発送　一式

平成29年4月1日
レタープレス（株）
広島県広島市安佐北区上深川町８
０９番地の５

一般競争契約 － 13.71 －
１頁あたり単価
（見込み総額
7,403,400円）

登戸地区における樹木剪定等作業
一式

平成29年4月1日
（株）五嶋造園
東京都昭島市大神町二丁目１０番
１９号

一般競争契約 － 4,158,000 －



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
豊澤　康男

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
（消費税を
含む。単
価：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

実験動物飼育管理業務　一式 平成29年4月1日
（株）アニマルケア
東京都新宿区新宿五丁目１８番１４
号

一般競争契約 － 16,835,040 －

労働安全衛生総合研究所（登戸地
区）で使用するガス

平成29年4月1日
東京ガス（株）
東京都港区海岸一丁目５番２０号

一般競争契約 － 25,230,201 －

施設維持管理業務　一式 平成29年4月1日
（株）サンライズ
東京都府中市緑町二丁目２０番地
９

一般競争契約 － 79,999,920 － ２年契約

ネットワーク監視、保守及び運用支
援業務の委託　一式

平成29年4月1日
（株）コムネットシステム
東京都目黒区上目黒二丁目９番１
号

一般競争契約 － 14,385,600 － ２年契約

平成２９年度派遣労働者 平成29年4月1日
（株）エル・コーエイ
東京都千代田区麹町四丁目２番地

一般競争契約 － 1,728 －

１時間あたり単
価
（見込み総額
1,161,216円）

平成２９年度派遣労働者 平成29年4月1日
（株）トライアングル
東京都新宿区西新宿三丁目２番４
号

一般競争契約 － 1,728 －

１時間あたり単
価
（見込み総額
1,161,216円）

平成２９年度派遣労働者 平成29年4月1日
ランスタッド（株）
東京都千代田区紀尾井町４番１号

一般競争契約 － 1,738 －

１時間あたり単
価
（見込み総額
1,616,340円）



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
豊澤　康男

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
（消費税を
含む。単
価：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

平成２９年度派遣労働者 平成29年4月1日
（株）エル・コーエイ
東京都千代田区麹町四丁目２番地

一般競争契約 － 2,246 －

１時間あたり単
価
（見込み総額
4,042,800円）

日本バイオアッセイ研究センターマ
イクロバス運行管理業務　一式

平成29年4月1日
神奈中ハイヤー(株)
神奈川県厚木市飯山字南新開２８
２４番８号

一般競争契約 － 2,935,440 －

日本バイオアッセイ研究センターに
おける施設管理業務　一式

平成29年4月1日
(株)アネシス
東京都千代田区神田小川町三丁
目３番地

一般競争契約 － 66,312,000 －

日本バイオアッセイ研究センターに
おける病理検査業務　一式

平成29年4月1日
トータルサービス(株)
神奈川県平塚市八重咲町２番８号

一般競争契約 － 51,321,600 －

日本バイオアッセイ研究センターに
おける実験動物飼育管理業務　一
式

平成29年4月1日
(株)松沢興産
神奈川県秦野市菩提１６４番地の１

一般競争契約 － 99,760,680 －

安全性調査情報処理システムの保
守及び運営委託　一式

平成29年4月1日
(株)日立公共システム
東京都江東区東陽二丁目４番１８
号

一般競争契約 － 11,651,040 －

平成２９年度派遣労働者 平成29年4月1日
ＷＤＢ(株)
東京都千代田区丸の内二丁目３番
２号

一般競争契約 － 2,920 －

１時間あたり単
価
（見込み総額
5,101,240円）



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
豊澤　康男

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
（消費税を
含む。単
価：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

日本バイオアッセイ研究センターで
使用する灯油

平成29年4月1日
神奈川石油（株）
神奈川県平塚市代官町１番６１号

一般競争契約 － 56,700 －
単価契約
（総額見込
61,689,600円）

平成２９年度派遣労働者 平成29年4月1日
ＷＤＢ(株)
東京都千代田区丸の内二丁目３番
２号

一般競争契約 － 2,313 －

１時間あたり単
価
（見込み総額
1,986,867円）

平成２９年度派遣労働者 平成29年4月1日
ＷＤＢ(株)
東京都千代田区丸の内二丁目３番
２号

一般競争契約 － 2,060 －

１時間あたり単
価
（見込み総額
3,598,820円）

平成２９年度派遣労働者 平成29年4月1日
ＷＤＢ(株)
東京都千代田区丸の内二丁目３番
２号

一般競争契約 － 2,060 －

１時間あたり単
価
（見込み総額
3,598,820円）

平成２９年度派遣労働者 平成29年4月1日
ＷＤＢ(株)
東京都千代田区丸の内二丁目３番
２号

一般競争契約 － 2,700 －

１時間あたり単
価
（見込み総額
4,716,900円）

平成２９年度派遣労働者 平成29年4月1日
ＷＤＢ(株)
東京都千代田区丸の内二丁目３番
２号

一般競争契約 － 2,400 －

１時間あたり単
価
（見込み総額
4,192,800円）

平成２９年度派遣労働者 平成29年4月1日
ＷＤＢ(株)
東京都千代田区丸の内二丁目３番
２号

一般競争契約 － 2,160 －

１時間あたり単
価
（見込み総額
2,970,000円）



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
豊澤　康男

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
（消費税を
含む。単
価：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

平成２９年度派遣労働者 平成29年4月1日
ＷＤＢ(株)
東京都千代田区丸の内二丁目３番
２号

一般競争契約 － 2,160 －

１時間あたり単
価
（見込み総額
2,970,000円）

労働安全衛生総合研究所及び日本
バイオアッセイ研究センターで使用
する電気

平成29年4月1日
東京電力エナジーパートナー（株）
東京都千代田区内幸町一丁目１番
３号

一般競争契約 － 115,189,837 －

労働安全衛生研究誌編集・印刷・委
託発送　一式

平成29年4月7日
（株）国際文献社
東京都新宿区山吹町３５８番地５

一般競争契約 － 1,288,062 －

ポータブルＮＯｘ－Ｏ₂測定装置借入
一式

平成29年4月28日
オリックス・レンテック(株)
東京都品川区北品川五丁目５番１
５号大崎ブライトコア

一般競争契約 － 278,748 － 月額

建設現場の３ＤＣＧ動画作成　一式 平成29年5月19日
(株)キノックス
東京都新宿区西早稲田三丁目３１
番１１－５０

一般競争契約 － 1,274,400 －

超低温フリーザ　一式 平成29年6月9日
(株)荏原
東京都目黒区八雲一丁目６番５号

一般競争契約 － 2,062,800 －

安全性調査情報処理システムの保
守及び運営委託　一式

平成29年6月21日
(株)日立公共システム
東京都江東区東陽二丁目４番１８
号

一般競争契約 － 3,883,680 － 月額



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
豊澤　康男

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
（消費税を
含む。単
価：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

ロガー温度計　一式 平成29年6月22日
(株)池田理化
東京都千代田区鍛冶町一丁目８番
６号

一般競争契約 － 2,538,000 －

労働安全衛生総合研究所（清瀬地
区）の一団地申請に係る１２条５項報
告業務

平成29年7月5日
（株）東建築設計事務所
東京都千代田区飯田橋四丁目７番
１１号

一般競争契約 － 7,452,000 －

歩行アシスト装置　二式 平成29年7月28日
岡山リハビリ機器販売（有）
岡山県岡山市北区大学町４番１１
号

一般競争契約 － 12,420,000 －

労働安全衛生総合研究所清瀬地区
における除草等作業　一式

平成29年8月7日
（株）玉川造園
東京都府中市小柳町三丁目１９番
地の３

一般競争契約 － 3,564,000 －

労働時間集計表のデータベース化と
グラフ化　一式

平成29年8月9日
（株）ワイシーシーデータサービス
神奈川県川崎市川崎区小川町１４
番地１９

一般競争契約 － 5,356,800 －

液体シンチレーションカウンター　一
式

平成29年9月8日
（株）薬研社
千葉県千葉市中央区末広三丁目１
２番６号

一般競争契約 － 12,198,600 －

定期健康診断の実施 平成29年9月8日
（一財）日本健康管理協会
東京都中央区京橋一丁目６番１号
三井住友海上テプコビル３Ｆ

一般競争契約 － 1,117,260 －



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
豊澤　康男

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
（消費税を
含む。単
価：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

我が国の現行制度下におけるＩＥＣ
規格と構造規格との技術的相違点に
関する調査業務

平成29年9月11日
（公社）産業安全技術協会
埼玉県狭山市広瀬台二丁目１６番
２６号

一般競争契約 － 1,800,000 －

立体視装置　一式 平成29年9月11日

バイテックグローバルエレクトロニク
ス（株）
東京都品川区北品川二丁目３２番
３号

一般競争契約 － 2,098,936 －

高齢者の障害物排斥力測定試験実
施　一式

平成29年9月19日
（株）センス・イット・スマート
東京都千代田区平河町一丁目３番
８号

一般競争契約 － 1,922,400 －

透過型電子顕微鏡アップグレード及
びエネルギー分散型Ｘ線分析装置
一式

平成29年9月20日

日本エフイー・アイ（株）
東京都品川区東品川四丁目１２番
２号品川シーサイドウエストタワー１
階

一般競争契約 － 20,520,000 －

破壊試験用高速度映像記録システ
ム　一式

平成29年9月22日
（株）守谷商会
東京都中央区八重洲一丁目４番２
２号

一般競争契約 － 8,779,492 －

労働者派遣（管理課） 平成29年9月25日
（株）エルグッドヒューマー
埼玉県志木市本町六丁目１７番８
号２Ｆ

一般競争契約 － 1,294 －

１時間あたり単
価
（見込み総額
1,203,420円）

個人ばく露測定用粉じん計　６式 平成29年10月3日
（株）アイデック
東京都墨田区両国４丁目３８番３号
第８高畠ビル

一般競争契約 － 2,372,760 －



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
豊澤　康男

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
（消費税を
含む。単
価：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

電界放出型走査電子顕微鏡システ
ム　一式

平成29年11月20日
日本電子（株）
東京都昭島市武蔵野３丁目１番２
号

一般競争契約 － 58,860,000 －

２０１８年外国雑誌・冊子体の購入
一式

平成29年12月25日
丸善雄松堂（株）
東京都港区海岸１丁目９番１８号

一般競争契約 － 9,067,777 －

２０１８年外国雑誌・冊子体の購入
一式

平成29年12月25日
ユサコ（株）
東京港区東麻布２丁目１７番１２号

一般競争契約 － 1,829,335 －

２０１８年外国雑誌・オンラインジャー
ナルの購入　一式

平成29年12月25日
（株）紀伊國屋書店
神奈川県横浜市港北区新横浜３丁
目１８番１４号住生新横浜第２ビル

一般競争契約 － 4,827,409 －

２０１８年外国雑誌・オンラインジャー
ナルの購入　一式

平成29年12月25日
丸善雄松堂（株）
東京都港区海岸１丁目９番１８号

一般競争契約 － 2,907,381 －

ＷＥＢ調査の委託　一式 平成29年11月29日
（株）イデア・プロジェット
東京都港区麻布十番１丁目２番３
号

一般競争契約 － 3,175,200 －

スライドガラス印字機　一式 平成29年12月4日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町１丁目８番
６号

一般競争契約 － 1,728,000 －



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
豊澤　康男

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
（消費税を
含む。単
価：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

ディスカッション顕微鏡、微分干渉顕
微鏡、ナノイメージングユニット　一式

平成29年12月7日
（株）三啓
東京都文京区本郷５丁目１９番６号

一般競争契約 － 8,856,000 －

ガラス器具洗浄機　一式 平成29年12月12日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町１丁目８番
６号

一般競争契約 － 3,013,200 －

多項目自動血球分析装置一式の借
入

平成29年12月19日
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋一丁目３番１号

一般競争契約 － 282,744 －
月額
（リース期間84
か月）

インストロン製油圧試験機アクチュ
エータ及び油圧源保守　一式

平成29年12月22日

インストロンジャパンカンパニイリミ
テッド
神奈川県川崎市宮前区宮前平１丁
目８番９号

一般競争契約 － 7,776,000 －

日本バイオアッセイ研究センター吸
入実験装置の安全性向上メンテナン
ス業務　一式

平成29年12月28日
柴田科学（株）
埼玉県草加市中根１丁目１番６２号

一般競争契約 － 21,816,000 －

マレーシアにおける労働安全衛生に
関する法体系調査　一式

平成29年12月28日
（株）帝国データバンク
東京都港区南青山２丁目５番２０号

一般競争契約 － 1,801,440 －

遺伝子定量解析装置　一式 平成30年1月22日
（株）薬研社
千葉県千葉市中央区末広三丁目１
２番６号

一般競争契約 － 4,932,414 －



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
豊澤　康男

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
（消費税を
含む。単
価：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

ロータリー式卓上パラフィン包埋装置
一式

平成30年1月30日
（株）薬研社
千葉県千葉市中央区末広三丁目１
２番６号

一般競争契約 － 2,723,760 －

電子顕微鏡試料コーティング装置
一式

平成30年1月31日
日本電子（株）
東京都千代田区大手町二丁目１番
１号

一般競争契約 － 7,020,000 －

水平荷重試験機の制御装置　一式 平成30年1月31日
（株）東京衡機試験機
東京都千代田区神田佐久間町一
丁目９番地

一般競争契約 － 3,758,400 －

気管内投与システム　一式 平成30年2月9日
（株）薬研社
千葉県千葉市中央区末広三丁目１
２番６号

一般競争契約 － 1,992,600 －

窒素吹付濃縮装置　一式 平成30年2月9日
（株）薬研社
千葉県千葉市中央区末広三丁目１
２番６号

一般競争契約 － 2,073,600 －

サンプル密閉式超音波装置　一式 平成30年2月22日
（株）薬研社
千葉県千葉市中央区末広三丁目１
２番６号

一般競争契約 － 2,040,120 －

統合生産システム摸擬生産ライン保
守作業　一式

平成30年3月8日
ピルツジャパン（株）
神奈川県横浜市港北区新横浜三
丁目１７番地５号

一般競争契約 － 1,998,000 －



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
豊澤　康男

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
（消費税を
含む。単
価：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

垂直・水平荷重試験機及び建材試
験機の点検整備　一式

平成30年3月15日
（株）東京衡機試験機
東京都千代田区神田佐久間町一
丁目９番地

一般競争契約 － 2,376,000 －

風環境生成装置点検整備　一式 平成30年3月15日
（株）風技術センター
東京都墨田区墨田四丁目８番７号

一般競争契約 － 1,749,600 －

労働安全衛生総合研究所清瀬地区
におけるノートパソコンの購入及び導
入作業　一式

平成30年3月15日
（株）フォーサイト
東京都中央区八丁堀四丁目１０番
８号

一般競争契約 － 2,691,003 －

行動分析システム　一式 平成30年3月20日
遠藤サイエンス（株）
東京都墨田区菊川三丁目１７番１９
号

一般競争契約 － 4,148,064 －



様式第24号（第27条の２関係）

施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 豊澤　康男

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

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
（消費税を
含む。単
価：円）

契約金額
（消費税を
含む。単位：

円）

落札率
再就職の
役員の数

備考

透過型電子顕微鏡保守
点検
（TecnaiSPIRITBT/D1086
型）

平成29年4月1日

日本エフイー・アイ（株）
東京都品川区東品川４丁
目１２番２号品川シーサイ
ドウエストタワー１階

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 1,723,680 － －

透過型電子顕微鏡保守
点検（ＪＥＭ－２１００型）

平成29年4月1日

日本電子（株）東京支店
東京都千代田区大手町
二丁目１番１号大手町野
村ビル１８階

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 1,995,840 － －

マウス・ラットの購入① 平成29年4月1日

日本チャールス・リバー
(株)
神奈川県横浜市港北区
新横浜三丁目１７番６号イ
ノテックビル１１階

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 2,891,343 － －

マウス・ラットの購入② 平成29年4月1日
日本エスエルシー(株)
静岡県浜松市西区湖東
町３３７１番地の８

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 14,051,620 － －

分析走査型電子顕微鏡
保守点検（ＳＵ８０００型）

平成29年4月1日

(株)日立ハイテクフィール
ディング神奈川支店
神奈川県横浜市港北区
新横浜二丁目１４番２号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 1,172,880 － －

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 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 豊澤　康男

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

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
（消費税を
含む。単
価：円）

契約金額
（消費税を
含む。単位：

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）

日本バイオアッセイ研究
センターにおける清掃業
務　一式

平成29年4月1日
(株)松沢興産
神奈川県秦野市菩提１６４
番地の１

一般競争入札を行ったが不落で
あったため。
会計細則第53条第１項に該当する
ため。

－ 3,445,200 － －

実験動物用飼料の購入 平成29年4月1日
オリエンタル酵母工業(株)
東京都板橋区小豆沢三
丁目６番１０号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 10,701,720 － －

分析透過型電子顕微鏡
保守点検（ＪＥＭ－１４００
型）

平成29年4月1日

日本電子(株)東京支店
東京都千代田区大手町
二丁目１番１号大手町野
村ビル１８階

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 1,544,400 － －

餌箱、餌箱ホルダー水槽
運搬台車　一式

平成29年4月13日
(有)新東洋製作所
埼玉県川口市赤井二丁
目１３番２２号

一般競争入札を行ったが不落で
あったため。
会計細則第53条第１項に該当する
ため。

－ 2,630,880 － －

労働安全衛生総合研究
所（清瀬地区）内設備の
運転・監視及び日常点
検・保守　一式

平成29年4月14日
(株)ビー・エム・ヨコハマ
神奈川県横浜市中区長
者町３－８－１３

一般競争入札を行ったが不落で
あったため。
会計細則第53条第１項に該当する
ため。

－ 615,600 － － 月額



様式第24号（第27条の２関係）

施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 豊澤　康男

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

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
（消費税を
含む。単
価：円）

契約金額
（消費税を
含む。単位：

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）

走査型電子顕微鏡（ERA
－６００FE）の電子銃チッ
プ交換及び調整作業　一
式

平成29年6月19日
(株)守谷照会
東京都中央区八重洲一
丁目４番２２号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 1,836,000 － －

吸入実験計測分析システ
ム・吸入ガス濃度分析装
置保守業務　一式

平成29年7月7日

（株）島津アクセス
東京都台東区浅草橋五
丁目２０番８号ＣＳタワー３
階

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 3,888,000 － －

吸入試験管理業務委託 平成29年8月15日
（株）松沢興産
神奈川県秦野市菩提１６４
番地の１

一般競争入札を行ったが不落で
あったため。
会計細則第53条第１項に該当する
ため。

- 510,732 － － 月額

ＩＣＰ質量分析装置
（NexlON350XX）および専
用S10オートサンプラーの
年間保守

平成29年8月21日
アドバンテック東洋（株）
東京都文京区音羽一丁
目１８番１０号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 1,798,200 － －

小型磁界計測装置の開
発ならびに完成品１点の
納入

平成29年8月10日
（株）ディード
東京都品川区東中延二
丁目４番１０号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 3,628,800 － －



様式第24号（第27条の２関係）

施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 豊澤　康男

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

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
（消費税を
含む。単
価：円）

契約金額
（消費税を
含む。単位：

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）

統合生産システム安全性
検証施設の保守

平成29年10月4日
楠本化成（株）
東京都千代田区内神田１
丁目１１番１３号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 1,445,040 － －

マウスの受託飼育管理業
務

平成29年11月15日

日本チャールス・リバー
（株）
神奈川県横浜市港北区
新横浜３丁目１７番６号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 10,277,172 － －

ミリポア超純水製造装置
保守点検

平成29年11月13日
尾崎理化（株）
神奈川県相模原市緑区
根小屋１８８８番地

一般競争入札を行ったが不落で
あったため。
会計細則第53条第１項に該当する
ため。

－ 1,439,942 － －

脚立転落時の人体挙動の
解析業務の委託　一式

平成29年12月28日
日本イーエスアイ（株）
東京都新宿区北新宿２丁
目２１番１号

一般競争入札を行ったが不落で
あったため。
会計細則第53条第１項に該当する
ため。

－ 1,998,000 － －

ボイラ水系、冷凍機水系
並びに付属設備の水質検
査管理業務　一式

平成30年1月10日
クリタ・ケミカル関東（株）
神奈川県厚木市中町四
丁目９番１４号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

- 1,027,296 － －



様式第24号（第27条の２関係）

施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 豊澤　康男

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

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
（消費税を
含む。単
価：円）

契約金額
（消費税を
含む。単位：

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）

遠心力載荷装置保守点
検　一式

平成30年2月27日

日鉄住金レールウェイテク
ノス（株）
大阪府大阪市此花区島
屋五丁目１番１０９号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

- 3,564,000 － －
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