
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

エアコン設置工事 令和4年4月18日
㈱伊藤電気商会
北海道美唄市西1条7丁目1
番1号

9430001046750 一般競争入札 90.3%

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)

1,947,000 1,758,900



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

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

医師事務作業補助者（派遣）
(R4.4.1～R5.3.31)

令和4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）
(R4.4.1～R5.3.31)

令和4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
 1,841,400円

薬剤部受付業務
(R4.4.1～R5.3.31)

令和4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 ―

電話交換手業務
(R4.4.1～R6.3.31)

令和4年4月1日
共通運送㈱
北海道札幌市白石区平和通11丁目北6番
19号

8430001004651 一般競争入札 ― 11,759,880 ―

医事関係運営業務
(R4.4.1～R7.3.31)

令和4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 ― 114,246,000 ―

中央材料室業務
(R4.4.1～R7.3.31)

令和4年4月1日
エア・ウォーター・ライフサポート㈱
北海道札幌市中央区南19条西6丁目3番5
号

2430001029209 一般競争入札 ― 22,690,800 ―

中央診療部門受付業務
(R4.4.1～R7.3.31)

令和4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 ― 19,526,760 ―

会計窓口業務
(R4.4.1～R7.3.31)

令和4年4月1日
空知信用金庫
北海道岩見沢市3条西6丁目2番地1

4430005006730 一般競争入札 ― 3,960,000 ―

IT専門要員(派遣)
(R4.4.1～R7.3.31)

令和4年4月1日
㈱ソラスト
北海道札幌市中央区北3条西3-1-6

3010001032864 一般競争入札 ― 17,493,300 ―

歯科技工業務
(R4.4.1～R7.3.31)

令和4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
2,592,414円

血管内超音波画像診断装置（循環
器科）賃貸借
(R4.4.1～R6.3.31)

令和4年4月1日
㈱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 一般競争入札 ― 75,680 ―
単価契約
予定調達総額
1,816,320円

血管内超音波画像診断装置（外
科）賃貸借
(R4.4.1～R6.3.31)

令和4年4月1日
㈱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 一般競争入札 ― 83,050 ―
単価契約
予定調達総額
1,993,200円

自動ガラス封入装置賃借
(R4.4.1～R9.3.31)

令和4年4月1日
㈱ほくやく
北海道岩見沢市志文町957番地5

9430001013643 一般競争入札 ― 75,900 ―
単価契約
予定調達総額
4,554,000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）

電気需給契約
(R4.4.1～R5.3.31)

令和4年4月1日
北海道電力㈱
北海道札幌市中央区大通東1丁目2番地

4430001022351 一般競争入札 ― 39,660,308 ―

医療ガス 2品目
(R4.4.1～R5.3.31)

令和4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
8,585,857円

コピー用紙　A3･A4･A5･B4･B5
(R4.4.1～R5.3.31)

令和4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
1,240,635円

A重油
（R4.4.1～R4.6.30)

令和4年4月1日
いわみざわ農業協同組合
北海道岩見沢市2条1丁目1番地

2430005006617 一般競争入札 ―
1ℓ当たり

97.90
―

単価契約
予定調達総額
14,293,400円

昇降機保守
(R4.4.1～R7.3.31)

令和4年4月1日
エス・イー・シーエレベーター㈱
北海道札幌市中央区大通西9丁目3番地33

6010501005788 一般競争入札 ― 2,613,600 ―

ＦＰＤシステム保守
（R4.4.1～R5.3.31) 令和4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 ― 2,983,200 ―

RPAソフトウェア調達及び運用支援
業務（R4.4.1～R5.3.31)

令和4年4月1日
㈱恵和ビジネス
北海道札幌市中央区南2条西12丁目324-1

8430001005435 一般競争入札 ― 1,947,000 ―

トイレ洗浄消臭装置及び便座用除
菌装置賃借（R4.4.1～R9.3.31)

令和4年4月1日
日本カルミック㈱
東京都千代田区九段南1丁目5番10号

8010001032991 一般競争入札 ― 8,606,400 ―

凍結組織切片作成装置 令和4年4月18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 ― 4,950,000 ―

超音波画像診断装置 令和4年7月12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 ― 10,780,000 ―

簡易陰圧対応空気清浄機 令和4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 ― 1,613,590 ―



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
(R4.4.1-R5.3.31)

令和4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
5,170,816円

放射性同位元素
(R4.4.1～R5.3.31)

令和4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
21,947,316円

在宅医療用酸素濃縮器賃貸借
(R4.4.1～R6.3.31)

令和4年4月1日

エア・ウォーター・ライフサポー
ト㈱
北海道岩見沢市2条東16丁目
9番地2号

2430001029209

本機器は患者自身が操作する機
械であるため、医療安全上機種
の変更が安易にできないため。
会計細則第52条第6号に該当。

― 28,050 ― 0
単価契約
予定調達総額
24,235,200円

在宅医療用酸素濃縮器賃貸借
(R4.4.1～R6.3.31)

令和4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

本機器は患者自身が操作する機
械であるため、医療安全上機種
の変更が安易にできないため。
会計細則第52条第6号に該当。

― 28,050 ― 0
単価契約
予定調達総額
2,692,800円

在宅医療用酸素濃縮器賃貸借
(R4.4.1～R6.3.31)

令和4年4月1日
フクダライフテック北海道㈱
北海道札幌市中央区北13条
西17丁目1番35号

2430001026734

本機器は患者自身が操作する機
械であるため、医療安全上機種
の変更が安易にできないため。
会計細則第52条第6号に該当。

― 28,050 ― 0
単価契約
予定調達総額
8,751,600円

人工呼吸器賃貸借
(R4.4.1～R6.3.31)

令和4年4月1日

エア・ウォーター・ライフサポー
ト㈱
北海道岩見沢市2条東16丁目
9番地2号

2430001029209

本機器は患者自身が操作する機
械であるため、医療安全上機種
の変更が安易にできないため。
会計細則第52条第6号に該当。

― ― ― 0
単価契約
予定調達総額
7,708,680円

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）


