
様式第21号（第27条の2関係）

施設名：労働者健康福祉機構　中国労災病院
施設の所在地：呉市広多賀谷1丁目5番1号
契約担当役氏名：榎野　新

工事の名称、場所、期間及
び種別

契約を締結した日
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。単位：円）

契約金額（消費税を含
む。単位：円）

落札率

中国労災病院職員宿舎建設
工事（再入札）

平成27年8月17日 (株)神垣組
広島県呉市文化町１－３
２

一般競争 ― 406,620,000 ＿

ＲＩ排水設備改修工事 平成27年9月7日 中外テクノス(株)
広島県西区横川新町９
－１２

一般競争 ＿ 27,540,000 ＿

放射線治療室改修工事 平成27年9月11日
日本放射線防禦
(株)

大阪府堺市堺区北花田
口町３－１０－２

一般競争 ＿ 35,424,000 ＿

エネルギーセンター中央監
視盤更新工事

平成27年9月18日
パナソニックＥＳエ
ンジニアリング
(株)

大阪府大阪市中央区城
見２－１－６１

一般競争 ＿ 24,948,000 ＿

医療ガス中央監視盤更新工事 平成27年10月22日 ニッキフッコー(株)
広島県呉市広白岳３－１
－５２

一般競争 ＿ 4,644,000 ＿

競争入札に係る情報の公表（工事）

備　考契約の相手方の商号又は名称及び住所



様式第22号（第27条の2関係）

施設名：労働者健康福祉機構　中国労災病院
施設の所在地：呉市広多賀谷1丁目5番1号
契約担当役氏名：榎野　新

工事の名称、場所、期間及
び種別

契約を締結した日

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。単位：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

該当なし

契約の相手方の商号又は名称及び住所

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）

施設名：労働者健康福祉機構　中国労災病院
施設の所在地：呉市広多賀谷1丁目5番1号
契約担当役氏名：榎野　新

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
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。単位：円）

契約金額（消費税を含
む。単位：円）

落札率

医療ガス設備 平成27年4月1日 ニッキフッコー(株)
広島県呉市広白岳３－１
－５２

一般競争 ＿ 1,287,360 ＿

委託検査業務 平成27年4月1日
(株)ビー・エム・エ
ル

東京都渋谷区千駄ヶ谷５
－２１－３

一般競争 ＿ 27,199,742 ＿

一般洗濯業務委託 平成27年4月1日
白牡丹クリーニン
グ

広島県呉市阿賀南１－４
－２３－２０１

一般競争 ＿ 216,000 ＿

一括供給方式物品管理業務
委託

平成27年4月1日
エム・シー・ヘルス
ケア(株)

東京都港区港南２－１６
－１－１２Ｆ

一般競争 ＿ 3,022,680,201 ＿

構内ガス調達需給（主にコ
ジェネレーションシステム用）

平成27年4月1日 広島ガス(株)
広島県広島市南区皆実
町２－７－１

一般競争 ＿ 110.16 ＿

医療用液化酸素 平成27年4月1日 中国酸素(株)
広島県呉市仁方皆実町
３－１３

一般競争 ＿ 69.12 ＿

医療用液化窒素 平成27年4月1日 中国酸素(株)
広島県呉市仁方皆実町
３－１３

一般競争 ＿ 61.56 ＿

薬袋プリンタ用トナーカート
リッジ等

平成27年4月1日
ティーエスアルフ
レッサ（株）呉支店

広島県呉市築地町５－１
６

一般競争 ＿ 2,587,248 ＿

試薬 平成27年4月1日
広島和光（株）広
島営業所

広島県安芸郡府中町
緑ヶ丘６－４０

一般競争 ＿ 9,104,042 ＿

試薬 平成27年4月1日
ティーエスアルフ
レッサ（株）呉営業
所

広島県呉市築地町５－１
６

一般競争 ＿ 98,203,108 ＿

契約の相手方の商号又は名称及び住所

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

備　考

年額

年額

月額

総額（３年間）

単価契約
予定購入金額
225,387,360円

１㍑当り
予定購入金額
5,736,960円

１㍑当り
予定購入金額
2,339,280円



様式第23号（第27条の2関係）

施設名：労働者健康福祉機構　中国労災病院
施設の所在地：呉市広多賀谷1丁目5番1号
契約担当役氏名：榎野　新

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
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。単位：円）

契約金額（消費税を含
む。単位：円）

落札率

試薬 平成27年4月1日 （株）エバルス 広島県呉市築地町６－３ 一般競争 ＿ 5,478,259 ＿

砕石手術システム 平成27年4月16日
ティーエスアルフ
レッサ（株）呉支店

広島県呉市築地町５－１
６

一般競争 ＿ 11,988,000 ＿

炭酸ガスレーザー手術装置 平成27年4月16日
ティーエスアルフ
レッサ（株）呉支店

広島県呉市築地町５－１
６

一般競争 ＿ 2,808,000 ＿

超音波骨密度測定装置 平成27年6月26日 （有）平原商会
広島県呉市新宮町１３－
５

一般競争 ＿ 2,106,000 ＿

超音波診断装置 平成27年6月26日 （有）平原商会
広島県呉市新宮町１３－
５

一般競争 ＿ 2,700,000 ＿

薬品 平成27年6月30日
ティーエスアルフ
レッサ（株）呉支店

広島県呉市築地町５－１
６

一般競争 ＿ 16,238,349 ＿

薬品 平成27年6月30日 (株)エバルス
広島県広島市中区基町
１１番１０号

一般競争 ＿ 30,669,208 ＿

薬品 平成27年6月30日 (株)サンキ
広島県広島市西区草津
港３丁目３番３３号

一般競争 ＿ 2,492,306 ＿

薬品 平成27年6月30日 (株)セイエル
広島県広島市西区商工
センター５丁目１番１号

一般競争 ＿ 2,079,354 ＿

薬品 平成27年6月30日 (株)ヘルツ
広島県広島市西区中広
町３丁目２４番３号

一般競争 ＿ 1,853,442 ＿

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

契約の相手方の商号又は名称及び住所 備　考



様式第23号（第27条の2関係）

施設名：労働者健康福祉機構　中国労災病院
施設の所在地：呉市広多賀谷1丁目5番1号
契約担当役氏名：榎野　新

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
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。単位：円）

契約金額（消費税を含
む。単位：円）

落札率

外科用ＣアームＸ線テレビ 平成27年7月28日
小西医療器（株）
広島営業所

広島県広島市西区商工
センター２－１－２

一般競争 ＿ 6,804,000 ＿

放射線治療装置 平成27年7月31日
NTTファイナンス
㈱

広島県広島市中区立町
２－２７ＮＢＦ広島立町ビ
ル２Ｆ

一般競争 ＿ 9,141,660 ＿

フラットパネルシステム 平成27年7月31日
NTTファイナンス
㈱

広島県広島市中区立町
２－２７ＮＢＦ広島立町ビ
ル２Ｆ

一般競争 ＿ 1,490,940 ＿

自動採血管準備システム（２
台）

平成27年8月11日
ティーエスアルフ
レッサ(株)呉支店

広島県呉市築地町５－１
６

一般競争 ＿ 16,718,400 ＿

冷温蔵配膳車（２台） 平成27年8月28日
(株)中西製作所中
四国支店

広島県広島市安佐南区
西原７－８－４１

一般競争 ＿ 1,921,320 ＿

受変電設備点検業務 平成27年12月2日
満井電気計測
（株）

福岡県北九州市八幡西
区楠橋東１－２－１８

一般競争 ＿ 2,160,000 ＿

A重油１種１号 平成28年12月21日 朝日エナジー(有)
愛媛県今治市古谷甲
548-1

一般競争 ＿ 40.50 ＿

被服（看護師）一式 平成28年1月28日
㈱アドバンスワカ
バ

広島市東区戸坂山﨑町
２－１５

一般競争 ＿ 2,049,689 ＿

ベッドパンウォッシャー（2台） 平成28年2月8日
ティーエスアルフ
レッサ（株）呉支店

広島県呉市築地町５－１
６

一般競争 ＿ 3,393,792 ＿

月額

月額

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

契約の相手方の商号又は名称及び住所 備　考

月額



様式第24号（第27条の2関係）

施設名：労働者健康福祉機構　中国労災病院
施設の所在地：呉市広多賀谷1丁目5番1号
契約担当役氏名：榎野　新

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日

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。単位：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

第２ＭＲＩ保守業務 平成27年4月1日
ＧＥヘルスケア・
ジャパン(株)広島
支店

広島県広島市安佐南区
西原８－３８－２９－３

公募を実施したが、応募
が1者のみであったため

＿ 14,040,000 ＿ 0 年額

医療用リニアック保守点検業
務

平成27年4月1日
(株)バリアンメディ
カルシステムズ

東京都中央区日本橋兜
町５－１

公募を実施したが、応募
が1者のみであったため

＿ 4,131,000 ＿ 0 年額

頭腹部用血管造影装置保守
業務

平成27年4月1日
シーメンス・ジャパ
ン(株)中国営業所

広島県広島市南区的場
町１－２－１９－１Ｆ

公募を実施したが、応募
が1者のみであったため

＿ 14,364,000 ＿ 0 年額

全自動化学発光免疫測定装
置保守業務

平成27年4月1日
アボット・ジャパン
(株)広島支店

広島市東区光町２－７－
８

公募を実施したが、応募
が1者のみであったため

＿ 1,323,000 ＿ 0 年額

非常用ガスタービン発電機 平成27年4月1日
東芝電機サービ
ス(株)中国支店

広島県広島市中区鉄砲
町７－１８

公募を実施したが、応募
が1者のみであったため

＿ 1,429,920 ＿ 0 年額

リニアモータ高速搬送システ
ム保守業務

平成27年4月1日
(株)Ｓ＆Ｓエンジニ
アリング大阪営業
所

大阪府大阪市北区西天
満４－１１－２２－４Ｆ

公募を実施したが、応募
が1者のみであったため

＿ 8,640,000 ＿ 0 年額

フジテック製病院エレベータ
等保守業務

平成27年4月1日
エス・イー・シーエ
レベーター(株)

東京都台東区台東３－１
８－３

公募を実施したが、応募
が1者のみであったため

＿ 385,020 ＿ 0 年額

自動扉保守点検 平成27年4月1日
(株)クラタクリエイ
ト

広島県安芸郡坂町北新
地４－２－５８

公募を実施したが、応募
が1者のみであったため

＿ 1,144,800 ＿ 0 年額

医事課等業務 平成27年4月1日 (株)ニチイ学館
東京都千代田区神田駿
河台２－９

公募を実施したが、応募
が1者のみであったため

＿ 10,357,200 ＿ 0 年額

会計窓口業務 平成27年4月1日 (株)ニチイ学館
東京都千代田区神田駿
河台２－９

公募を実施したが、応募
が1者のみであったため

＿ 604,800 ＿ 0 年額

契約の相手方の商号又は名称及び住所

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　中国労災病院
施設の所在地：呉市広多賀谷1丁目5番1号
契約担当役氏名：榎野　新

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日

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。単位：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

エネルギーセンター業務委
託

平成27年4月1日
(株)不二ビルサー
ビス

広島県広島市中区八丁
堀１５－１０セントラルビ
ル内

会計細則第53条の1
（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とき）

＿ 2,865,240 ＿ 0 不落随契

薬品 平成27年4月1日
社団法人日本ア
イソトープ協会

東京都文京区本駒込２
丁目２８番４５号

会計細則第52条の6
（契約の性質又は目的が
競争に適さないとき）

＿ 18,326,160 ＿ 0

血液の購入 平成27年4月1日
日本赤十字社中
四国ブロック血液
センター

広島県広島市中区千田
町２丁目５番５号

会計細則第52条の6
（契約の性質又は目的が
競争に適さないとき）

＿ 25,989,237 ＿ 0

電子カルテ用ノートパソコン
外

平成27年5月11日 ㈱タガ事務機
広島県呉市本通６－２－
１０

会計細則第53条の1
（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とき）

＿ 3,952,800 ＿ 0 不落随契

セントラルモニタ（６東） 平成27年9月11日
フクダ電子広島販
売(株)広島営業所

広島県広島市西区古江
新町１６－３３

会計細則第53条の1
（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とき）

＿ 3,024,000 ＿ 0 不落随契

ＨＭネット拡張機能追加業務 平成27年12月7日
共和医理器（株）
広島支店

広島県広島市西区商工
センター２－１－２

会計細則第53条の1
（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とき）

＿ 6,976,800 ＿ 0 不落随契

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）

契約の相手方の商号又は名称及び住所


