
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

一般撮影装置更新に伴う工事費 令和2年8月11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 ―

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)

契約金額(消費税を含む。
単位：円)

― 4,950,000



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

該当なし

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)



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
(R2.4.1～R3.3.31)

令和2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
2,254,241円

医師事務作業補助者（派遣）
(R2.4.1～R3.3.31)

令和2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）
(R2.4.1～R3.3.31)

令和2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
2,072,400円

検体検査業務
(R2.4.1～R5.3.31)

令和2年4月1日
札幌臨床検査センター㈱
北海道札幌市中央区北5条西18丁目9番地
1

7430001020476 一般競争入札 ― ― ―
単価契約
予定調達総額
22,581,969円

ＣＲシステム保守
(R2.4.1～R3.3.31)

令和2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 ― 3,036,000 ―

医療ガス 2品目
(R2.4.1～R3.3.31)

令和2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
7,748,400円

検査試薬
(R2.4.1～R3.3.31)

令和2年4月1日
㈱スズケン
北海道岩見沢市5条西15丁目1番地

1180001017009 一般競争入札 ― ― ―
単価契約
予定調達総額
6,193,195円

検査試薬
(R2.4.1～R3.3.31)

令和2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
3,843,824円

検査試薬
(R2.4.1～R3.3.31)

令和2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
7,449,410円

コピー用紙　A3･A4･B4･B5
(R2.4.1～R3.3.31)

令和2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
1,511,804円

A重油
（R2.4.1～R2.6.30)

令和2年4月1日
北海道エナジティック(株)
北海道札幌市白石区東札幌3条1丁目1番
18号

5430001021682 一般競争入札 ―
1ℓ当たり

45.43
―

単価契約
予定調達総額
5,451,600円

A重油
（R2.7.1～R2.9.30)

令和2年7月1日
いわみざわ農業協同組合
北海道岩見沢市2条西1丁目1番地

2430005006617 一般競争入札 ―
1ℓ当たり

47.30
―

単価契約
予定調達総額
3,405,600円

一般撮影装置更新に伴う接続費用 令和2年8月11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 ― 1,320,000 ―

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）

患者監視装置 令和2年9月30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 ― 5,483,500 ―



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
(R2.4.1-R3.3.31)

令和2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
7,149,073円

放射性同位元素
(R21.4.1～R3.3.31)

令和2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
17,793,240円

Ｘ線テレビ装置保守
(R2.4.1～R3.3.31)

令和2年4月1日
日立ヘルスケアシステムズ㈱
北海道札幌市中央区大通西
10丁目4-133

6010701001975

本装置の保守業務は製造元であ
る当該会社以外請負ことが出来
ないため。
会計細則第52条第6号に該当。

― 3,058,440 ― 0

電気保安管理業務委託
（R2.4.1～R5.3.31)

令和2年4月1日

一般財団法人北海道電気保
安協会
北海道札幌市西区発寒6条12
丁目6番11号

9430005010356
事前確認公募を実施したが、応
募者が1者であったため。
会計細則第52条第6号に該当。

― 2,719,200 ― 0

外来患者呼出装置 令和2年6月24日
株式会社マイコール
東京都台東区東区寿2丁目10
番13号

7040001082317
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。

― 1,077,200 ― 0

長時間心電図記録器 令和2年7月10日
株式会社ネオメディックス
北海道札幌市白石区菊水7条
2丁目7番1号

1430001027031
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。

― 1,094,500 ― 0

AI問診システム（基本ライセンス
及び接続料）

令和2年9月4日
Ubie株式会社
東京都中央区日本橋室町1-
5-3

7010701034132
緊急の必要により競争に付す
ることができない場合。
会計規程第40条第4項

― 1,997,600 ― 0

AI問診システム（起動対応） 令和2年9月4日

日本電気株式会社北海道支
社
北海道札幌市中央区大通西4
丁目1番地

7010401022916
緊急の必要により競争に付す
ることができない場合。
会計規程第40条第4項

― 1,705,000 ― 0

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）


