
様式第21号（第27条の2関係）

施設名：労働者健康安全機構　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 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（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

弁天橋宿舎Ｂ棟・Ｃ棟屋上防
水改修工事

平成28年5月27日 (株)神垣組
広島県呉市文化町１－３
２

1240001025640 一般競争 ― 5,940,000 ＿

中国労災病院総合医局設置
工事

平成28年10月20日 (株)神垣組
広島県呉市文化町１－３
２

1240001025640 一般競争 ＿ 118,800,000 ＿

院内保育施設改修工事 平成29年2月20日 (株)神垣組
広島県呉市文化町１－３
２

1240001025640 一般競争 ＿ 9,720,000 ＿

競争入札に係る情報の公表（工事）

契約の相手方の商号又は名称及び住所 備　考



様式第22号（第27条の2関係）

施設名：労働者健康安全機構　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 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（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

中国労災病院総合医局設置
工事設計業務

平成28年5月31日
（株）村田相互設
計

広島県広島市中区舟入
南４－２０－８

3240001011663
企画競争を実施したが、
応募が１者のみであった
ため

― 2,592,000 ― 0

ボイラー1号機バーナー取替
工事

平成29年2月6日 （株）呉共同機工
広島県広島市東区戸坂
数甲1－1－48

4290801016328

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）

― 1,337,040 ― 0

随意契約に係る情報の公表（工事）

契約の相手方の商号又は名称及び住所



様式第23号（第27条の2関係）

施設名：労働者健康安全機構　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 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（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

基準寝具業務委託 平成28年4月1日 日本基準寝具(株)
広島県広島市安佐南区
大町東２－１５－２

6240001008070 一般競争 ＿ 86.40 ＿

病衣業務委託 平成28年4月1日 日本基準寝具(株)
広島県広島市安佐南区
大町東２－１５－２

6240001008070 一般競争 ＿ 45.36 ＿

看護衣等業務委託 平成28年4月1日 日本基準寝具(株)
広島県広島市安佐南区
大町東２－１５－２

6240001008070 一般競争 ＿ ＿ ＿

貸し肌着外洗濯業務 平成28年4月1日
(株)広島リネンサ
プライ

広島県安芸高田市吉田
町常友３６４

7240001024802 一般競争 ＿ ＿ ＿

清拭用タオル業務委託 平成28年4月1日 日本基準寝具(株)
広島県広島市安佐南区
大町東２－１５－２

6240001008070 一般競争 ＿ ＿ ＿

一般洗濯業務委託 平成28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 ＿ 194,400 ＿

電話交換業務委託 平成28年4月1日 ビルックス(株)
広島県呉市阿賀南１－８
－４９

3240001025779 一般競争 ＿ 515,160 ＿

車両管理等業務委託 平成28年4月1日
(株)セノン中国支
社

広島県広島市中区大手
町２－８－５大手町セン
タービル３Ｆ

3011101023258 一般競争 ＿ 198,720 ＿

守衛及び駐車場管理業務委
託

平成28年4月1日 (株)くれせん
広島県呉市西中央４－６
－３

7240001025783 一般競争 ＿ 17,161,200 ＿

試験管洗浄業務委託 平成28年4月1日 ビルックス(株)
広島県呉市阿賀南１－８
－４９

3240001025779 一般競争 ＿ 1,069 ＿

月額

月額

月額

年額

時間単価
予定調達総額
2,597,670円

単価契約
予定調達総額
1,479,816円

単価契約
予定調達総額
7,302,960円

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

1日1床1組当り
予定調達総額
21,772,800円

1日1患者1枚当り
予定調達総額
10,069,920円

単価契約
予定調達総額
6,993,000円



様式第23号（第27条の2関係）

施設名：労働者健康安全機構　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 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（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

医療情報システム運用管理
業務委託

平成28年4月1日
(株)エスエスサ
ポート

大阪府大阪市淀川区西
宮原１－７－３８

5120001103330 一般競争 ＿ 1,404,000 ＿

中国労災病院で使用する電
気（6,380,000Kwh）

平成28年4月1日 中国電力（株）
広島県広島市中区小町
４－３３

4240001006753 一般競争 ＿ 98,389,428 ＿

試薬 平成28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

7240001005439 一般競争 ＿ ＿ ＿

試薬 平成28年4月1日 (株)エバルス
広島市中区基町11番10
号
合人社広島紙屋町ビル

9240001001527 一般競争 ＿ ＿ ＿

試薬 平成28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番４０号

1240001036571 一般競争 ＿ ＿ ＿

試薬 平成28年4月1日 （株）サンキ
広島市西区草津港三丁
目３番３３号

9240001012755 一般競争 ＿ ＿ ＿

医療用液化酸素 平成28年4月1日
中国酸素株式会
社

広島県呉市仁方皆実町
３番１３号

3240001026812 一般競争 ＿ 69.12 ＿

医療用液化窒素 平成28年4月1日
中国酸素株式会
社

広島県呉市仁方皆実町
３番１３号

3240001026812 一般競争 ＿ 60.48 ＿

細菌検体嫌気培養装置 平成28年6月20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

7240001005439 一般競争 ＿ 3,348,000 ＿

密閉式自動固定包埋装置 平成28年6月20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

7240001005439 一般競争 ＿ 5,292,000 ＿

契約の相手方の商号又は名称及び住所 備　考

月額

年額

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

単価契約
予定調達総額
122,150,034円

単価契約
予定調達総額
4,363,058円

単価契約
予定調達総額
7,600,437円

単価契約
予定調達総額
1,563,085円

１㍑当り
予定調達総額
5,529,600円

１㍑当り
予定調達総額
2,419,200円



様式第23号（第27条の2関係）

施設名：労働者健康安全機構　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 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（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

ＩＣＵベッド 平成28年7月19日 （有）石丸商会
広島県呉市中央６－６－
１

2240002032065 一般競争 ＿ 1,856,952 ＿

ベッドパンウオッシャー 平成28年7月19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

7240001005439 一般競争 ＿ 3,393,792 ＿

冷温蔵配膳車（２台） 平成28年8月24日
㈱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

3120001018349 一般競争 ＿ 1,921,320 ＿

被服 平成28年8月31日
㈱ワカバユニ
フォーム

広島県広島市東区戸坂
山﨑町２－１５

1240001000494 一般競争 ＿ 3,893,843 ＿

薬品 平成28年8月31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

7240001005439 一般競争 ＿ ＿ ＿

薬品 平成28年8月31日
（株）アステム呉
支店

広島県呉市広大新開１
－１５－１４

4290001002582 一般競争 ＿ ＿ ＿

薬品 平成28年8月31日 （株）サンキ
広島県広島市西区草津
港３－３－３３

9240001012755 一般競争 ＿ ＿ ＿

薬品 平成28年8月31日 （株）セイエル
広島県広島市西区商工
センター５－１－１

4240001005375 一般競争 ＿ ＿ ＿

薬品 平成28年8月31日 （株）エバルス
広島県広島市南区大洲
５－２－２０

9240001001527 一般競争 ＿ ＿ ＿

電動油圧手術台 平成28年9月23日
小西医療機（株）
広島営業所

広島県広島市西区商工
センター２－１－２

1120001079483 一般競争 ＿ 5,745,600 ＿

単価契約
予定調達総額
1,601,290円

単価契約
予定調達総額
1,568,127円

単価契約
予定調達総額
13,896,944円

単価契約
予定調達総額
7,151,546円

単価契約
予定調達総額
2,181,580円

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：労働者健康安全機構　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 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（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

ベッドサイドモニター 平成28年9月28日
（株）ジェイ・シー・
ティ

広島県広島市安佐南区
祇園１－２８－７

4240001004402 一般競争 ＿ 1,232,150 ＿

血液浄化装置 平成28年9月28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

1240001030392 一般競争 ＿ 4,914,000 ＿

手動式除細動器 平成28年10月31日
（株）カワニシ広島
支店

広島県広島市西区商工
センター２－２－４１

8260001008348 一般競争 ＿ 1,965,600 ＿

Ａ重油１種１号（ボイラー用
の燃料）

平成28年10月31日 朝日エナジー(有)
愛媛県今治市古谷甲５４
８－１

7500002020427 一般競争 ＿ 40.69 ＿

分娩監視コードレスシステム 平成28年11月29日
（株）カワニシ広島
支店

広島県広島市西区商工
センター２－２－４１

8260001008348 一般競争 ＿ 1,766,016 ＿

保育器 平成28年12月27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

7240001006753 一般競争 ＿ 2,781,000 ＿

誠和館・職員宿舎４号棟量
水器取替作業

平成29年1月26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

7240001010166 一般競争 ＿ 2,538,000 ＿

ＴＵＲ手術装置システム 平成29年2月22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

7240001006753 一般競争 ＿ 2,661,984 ＿

電動ベッド（８台） 平成29年2月22日 （有）石丸商会
広島県呉市中央６－６－
１

2240002032065 一般競争 ＿ 2,693,520 ＿

輸液ポンプ（１０台）・シリンジ
ポンプ（５台）

平成29年2月22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

7240001006753 一般競争 ＿ 3,834,000 ＿

契約の相手方の商号又は名称及び住所 備　考

１㍑当り
予定調達総額
9,114,560円

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）



様式第24号（第27条の2関係）

施設名：労働者健康安全機構　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 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（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

一般・産業廃棄物処理 平成28年4月1日 呉市衛生興業(株)
広島県呉市広多賀谷２
－４－１１

4240001025737
公募を実施したが、応募
が1者のみであったため

＿ 2,551,392 ＿ 0 予定調達年額

メッセンジャー業務 平成28年4月1日
(株)セノン中国支
社

広島県広島市中区大手
町２－８－５大手町セン
タービル３Ｆ

3011101023258

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）

＿ 197,208 ＿ 0 不落随契（月額）

給食業務委託 平成28年4月1日 富士産業(株)
東京都港区新橋５－３２
－７　ＦＩビル

7010401026784
公募を実施したが、応募
が1者のみであったため

＿ 15,062,630 ＿ 0 月額管理料

医療器具洗浄・消毒業務・手
術室環境整備業務委託

平成28年4月1日
ワタキューセイモ
ア(株)中国支店広
島営業所

広島県広島市南区宇品
西２－６－５４

7130001037872

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）

＿ 2,435,400 ＿ 0 月額

第２ＭＲＩ保守業務 平成28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

4013401002304

会計細則第52条の6
（前年度公募を実施した
が応募業者が１者のみで
あったため）

＿ 14,040,000 ＿ 0 年額

荏原冷熱システム（株） 平成28年4月1日
荏原冷熱システ
ム（株）

広島県広島市西区庚午
中２－１４－３５

1010801013446
公募を実施したが、応募
が1者のみであったため

＿ 6,998,400 ＿ 0

血液の購入 平成28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５－５

6010405002452
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）

＿ ＿ ＿ 0
単価契約

予定調達総額
28.,781,922円

薬品 平成28年4月1日
公益社団法人日
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

7010005018674
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）

＿ ＿ ＿ 0
単価契約

予定調達総額
13,770,000

デジタルラジオグラフィ（ＤＲ）
システム保守業務

平成28年11月28日
富士フィルムメ
ディカル（株）

広島県広島市西区南観
音６－１２－２７

1010401069517
公募を実施したが、応募
が1者のみであったため

＿ 27,000,000 ＿ 0 ５年間総額

放射線情報システム保守業
務

平成28年11月28日
富士フィルムメ
ディカル（株）

広島県広島市西区南観
音６－１２－２７

1010401069517
公募を実施したが、応募
が1者のみであったため

＿ 15,882,480 ＿ 0 ６年間総額

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：労働者健康安全機構　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 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（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

デジタルマンモ読影・所見シ
ステム保守業務

平成28年11月28日
富士フィルムメ
ディカル（株）

広島県広島市西区南観
音６－１２－２７

1010401069517
公募を実施したが、応募
が1者のみであったため

＿ 1,728,000 ＿ 0 １６ヶ月総額

内視鏡診断治療システムの
症例単価後払い方式

平成28年12月1日
ティーメディックス
(株)

東京都新宿区西新宿１
－２２－２

5011101053360
公募を実施したが、応募
が1者のみであったため

＿ 1,460 ＿ 0
症例単価

予定調達総額
55,544,486円

工水活用システム 平成29年1月26日
（株）東洋アクア
テック

神奈川県相模原市中央
区清新8－9－17

7021001013313
公募を実施したが、応募
が1者のみであったため

＿ 604,800 ＿ 0 月額

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


