
様式第21号（第27条の2関係）

施設名 北海道中央労災病院

施設の所在地 岩見沢市4条東16丁目5番地

契約担当役氏名 院長　大塚　義紀

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)

落札率 備考

非常用発電機点検及び始動系充電
器他交換工事

令和3年8月19日

㈱カワサキマシンシステム
ズ
大阪府大阪市北区曽根崎2
丁目12番7号

3120001096320 一般競争入札 99.8%

エレベーター（７号機）改修工事 令和3年8月19日

三菱電機ビルテクノサービ
ス㈱
北海道札幌市中央区北3条
西4丁目1番地1

5010001030412 一般競争入札 75.9%

西棟、管理棟中央監視リモートユ
ニット交換工事

令和3年9月30日
㈱オーテック
北海道札幌市東区北23条東
21丁目1番5号

4430001007427 一般競争入札 97.4%4,235,000 4,125,000

競争入札に係る情報の公表（工事）

予定価格(消費税を含
む。
単位：円)

8,383,000

契約金額(消費税を含む。
単位：円)

6,360,200

7,011,129 6,996,000



様式第22号（第27条の2関係）

施設名 北海道中央労災病院

施設の所在地 岩見沢市4条東16丁目5番地

契約担当役氏名 院長　大塚　義紀

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)

落札率
再就職の役

員の数
備考

２号ボイラー連続ブロー装置更新工事 令和3年9月30日
内外化学製品㈱
北海道中央労災病院札幌市
白石区東札幌4条1-2-20

5010701007180
予定価格が250万円を超えない工
事又は製造であったため。
会計細則第52条第9号に該当。

― 0 少額随契

随意契約に係る情報の公表（工事）

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)

1,177,000―



様式第23号（第27条の2関係）

施設名             北海道中央労災病院

施設の所在地       岩見沢市4条東16丁目5番地

契約担当役氏名  　 院長　大塚　義紀

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(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 備考

歯科技工業務
(R3.4.1～R4.3.31)

令和3年4月1日
㈲ケーツデンタルラボ
北海道岩見沢市7条西20丁目1番地12

8430002049308 一般競争入札 ― ― ―
単価契約
予定調達総額
1,239,964円

医師事務作業補助者（派遣）
(R3.4.1～R4.3.31)

令和3年4月1日
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地

3010001025868 一般競争入札 ― 1,767 ―
時間単価契約
予定調達総額
3,220,357円

健康診断部クラーク（派遣）
(R3.4.1～R4.3.31)

令和3年4月1日
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地

3010001025868 一般競争入札 ― 1,650 ―
時間単価契約
予定調達総額
 1,828,612円

施設総合管理業務
(R3.4.1～R5.3.31)

令和3年4月1日
太平ビルサービス㈱
東京都新宿区西新宿6丁目22番1号

2011101012138 一般競争入札 ― 62,700,000 ―

建物清掃業務
(R3.4.1～R6.3.31)

令和3年4月1日
㈱富士工業
北海道美唄市東5条北3丁目3番9号

6430001046877 一般競争入札 ― 87,967,440 ―

寝具・病衣・洗濯業務
(R3.4.1～R5.3.31)

令和3年4月1日
ワタキューセイモア㈱
北海道小樽市新光5丁目13番3号

7130001037872 一般競争入札 ― ― ―
単価契約
予定調達総額
42,305,612円

入院セットレンタル
(R3.4.1～R5.3.31)

令和3年4月1日
ワタキューセイモア㈱
北海道小樽市新光5丁目13番3号

7130001037872 一般競争入札 ―
1人1日当たり

266
―

薬剤部受付業務
(R3.4.1～R4.3.31)

令和3年4月1日
太平ビルサービス㈱
東京都新宿区西新宿6丁目22番1号

2011101012138 一般競争入札 ― 5,203,440 ―

新型コロナウイルスＰＣＲ検査業
務
(R3.4.1～R4.3.31)

令和3年4月1日
㈱第一岸本臨床検査センター
北海道札幌市東区伏古7条3丁目5番10号

1430001055197 一般競争入札 ―
1検査当たり

9,900
―

磁気共鳴断層撮影装置（ＭＲＩ）
保守
(R3.4.1～R6.3.31)

令和3年4月1日
㈱常光
東京都文京区本郷3丁目19番4号

6010001003689 一般競争入札 ― 40,854,000 ―

一般廃棄物収集運搬処理業務
（R3.4.1～R6.3.31)

令和3年4月1日
㈲北斗清掃
北海道岩見沢市御茶の水町120番地

5430002049772 一般競争入札 ― 5,510,736 ―

医療ガス 2品目
(R3.4.1～R4.3.31)

令和3年4月1日
東邦北海道㈱
北海道札幌市清田区美しが丘3条9丁目1
番25号

9430001038715 一般競争入札 ― ― ―
単価契約
予定調達総額
6,912,350円

検査試薬
(R3.4.1～R4.3.31)

令和3年4月1日
北海道和光純薬㈱
北海道札幌市北区北15条西4丁目1番16号

9430001022611 一般競争入札 ― ― ―
単価契約
予定調達総額
6,896,077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             北海道中央労災病院

施設の所在地       岩見沢市4条東16丁目5番地

契約担当役氏名  　 院長　大塚　義紀

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(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 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

検査試薬
(R3.4.1～R4.3.31)

令和3年4月1日
㈱フロンティア・サイエンス
北海道石狩市新港西1丁目777番地12

9430001032924 一般競争入札 ― ― ―
単価契約
予定調達総額
8,968,067円

検査試薬
(R3.4.1～R4.3.31)

令和3年4月1日
㈱ムトウ
北海道岩見沢市岡山町142番地4

2430001016743 一般競争入札 ― ― ―
単価契約
予定調達総額
1,860,199円

検査試薬
(R3.4.1～R4.3.31)

令和3年4月1日
㈱モロオ
北海道岩見沢市大和3条5丁目11番地

1430001017032 一般競争入札 ― ― ―
単価契約
予定調達総額
1,126,719円

コピー用紙　A3･A4･A5･B4･B5
(R3.4.1～R4.3.31)

令和3年4月1日
㈱清和ビジネス
東京都中央区日本橋室町4丁目3番18号

8010001020600 一般競争入札 ― ― ―
単価契約
予定調達総額
1,547,109円

A重油
（R3.4.1～R3.6.30)

令和3年4月1日
㈱小林本店
北海道夕張郡栗山町錦3丁目109番地

4430001047282 一般競争入札 ―
1ℓ当たり

71.94
―

単価契約
予定調達総額
10,503,240円

電気需給契約
（R3.4.1～R4.3.31)

令和3年4月1日
㈱ホープ
福岡県福岡市中央区薬院1－14－5　ＭＧ
薬院ビル

3290001029577 一般競争入札 ― ― ―
単価契約
予定調達総額
37,011,821円

遠隔読影会社とのネットワーク接
続業務

令和3年4月30日
㈱常光
東京都文京区本郷3丁目19番4号

6010001003689 一般競争入札 ― 2,420,000 ―

遠隔画像診断業務
(R3.5.13～R6.5.31)

令和3年5月13日
㈱ドクターネット
東京都港区芝大門2丁目5番5号

7010401088511 一般競争入札 ―
1単位当たり

2,640
―

CT操作室及び眼科外来エアコン取
替

令和3年6月21日
㈱伊藤電気商会
北海道美唄市西1条北7丁目1番1号

9430001046750 一般競争入札 ― 1,034,000 ―

A重油
（R3.7.1～R3.9.30)

令和3年7月1日
㈱小林本店
北海道夕張郡栗山町錦3丁目109番地

4430001047282 一般競争入札 ―
1ℓ当たり

78.65
―

単価契約
予定調達総額
5,662,800円

人工呼吸器 令和3年7月2日
㈱ムトウ
北海道岩見沢市岡山町142番地4

2430001016743 一般競争入札 ― 6,996,000 ―

患者監視装置 令和3年7月12日
㈱ムトウ
北海道岩見沢市岡山町142番地4

2430001016743 一般競争入札 ― 5,478,000 ―

患者監視装置送信機 令和3年7月14日
㈱ムトウ
北海道岩見沢市岡山町142番地4

2430001016743 一般競争入札 ― 2,310,000 ―



様式第23号（第27条の2関係）

施設名             北海道中央労災病院

施設の所在地       岩見沢市4条東16丁目5番地

契約担当役氏名  　 院長　大塚　義紀

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(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 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

冷温蔵配膳車 令和3年7月20日
㈱フジマック
東京都港区南麻布1丁目7番23号

3010401026945 一般競争入札 ― 2,530,000 ―

自動遺伝子解析装置 令和3年7月30日
㈱ほくやく
北海道岩見沢市志文町957番5

9430001013643 一般競争入札 ― 5,500,000 ―

患者給食業務委託
(R3.8.1～R5.7.31)

令和3年8月1日
エームサービス㈱
東京都港区赤坂2丁目23番1号

2010401004266 一般競争入札 ― 204,269,692 ―

検体検査支援業務
(R3.8.1～R4.7.31)

令和3年8月1日
北海道和光純薬㈱
北海道札幌市北区北15条西4丁目1番16号

9430001022611 一般競争入札 ― 43,348,437 ―

誘発電位検査装置 令和3年8月19日
㈱マック
北海道札幌市中央区大通東2丁目3番地

9430001016134 一般競争入札 ― 1,892,000 ―



様式第24号（第27条の2関係）

施設名 北海道中央労災病院

施設の所在地 岩見沢市4条東16丁目5番地

契約担当役氏名 院長　大塚　義紀

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

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

血液製剤
(R3.4.1-R4.3.31)

令和3年4月1日

日本赤十字社北海道ブロッ
ク血液センター
北海道札幌市西区二十四軒2
条1丁目1番20号

6010405002452
血液製剤は当該法人以外購入
できないため。
会計細則第52条第6号に該当。

― ― ― 0
単価契約
予定調達総額
6,695,618円

放射性同位元素
(R3.4.1～R4.3.31)

令和3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
放射性同位元素は当該法人以
外購入できないため。
会計細則第52条第6号に該当。

― ― ― 0
単価契約
予定調達総額
18,174,199円

心電計 令和3年6月23日
㈱ムトウ
北海道岩見沢市岡山町142番
地4

2430001016743

予定価格が160万円を超えない
財産を買い入れるとき。
会計細則第52条第10号に該
当。

― 1,584,000 ― 0

簡易陰圧対応空気清浄機 令和3年6月23日
㈱ムトウ
北海道岩見沢市岡山町142番
地4

2430001016743

予定価格が160万円を超えない
財産を買い入れるとき。
会計細則第52条第10号に該
当。

― 1,584,000 ― 0

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）


