
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　宮本　顕二

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

蒸気式ボイラー更新工事 平成30年5月25日
㈱オーク
北海道札幌市西区八軒6条
東2丁目8番10号

6430001002871 一般競争入札 83.4%

全熱交換器ローター更新工事 平成30年7月19日
日本空調サービス㈱
北海道札幌市東区北19条
21-4-8

6180001002699 一般競争入札 90.6%

西病棟外壁補修工事 平成30年7月31日
勝井建設工業㈱
北海道岩見沢市岡山町12番
地53

4430001046391 一般競争入札 94.0%

ＭＲＩ棟屋上防水工事 平成30年7月31日
勝井建設工業㈱
北海道岩見沢市岡山町12番
地53

4430001046391 一般競争入札 98.4%

4,472,280 4,050,000

2,633,040 2,592,000

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)

3,678,480

契約金額(消費税を含む。
単位：円)

3,456,000

6,990,840 5,832,000



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　宮本　顕二

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

東病棟有料個室エアコン設置工事 平成30年5月14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
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

西病棟有料個室エアコン設置工事 平成30年5月14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
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

中央監視装置リモートユニット交
換工事

平成30年5月25日
㈱オーテック
北海道札幌市東区北23条東
21-1-5

4430001007427
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

職員宿舎1号解体工事 平成30年6月29日
㈱ＣＲＣ
北海道岩見沢市18番地20

1430001058786
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

自動ドア装置等交換工事 平成30年7月30日
ナブコシステム㈱
北海道札幌市西区八軒9条
西1丁目1-20

7010401021307
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

職員宿舎Ｅ棟屋上防水工事 平成30年7月31日
勝井建設工業㈱
北海道岩見沢市岡山町12番
地53

4430001046391
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

職員宿舎Ｈ棟屋上防水工事 平成30年7月31日
勝井建設工業㈱
北海道岩見沢市岡山町12番
地53

4430001046391
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

西棟屋上塔屋防水工事 平成30年8月1日
勝井建設工業㈱
北海道岩見沢市岡山町12番
地53

4430001046391
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

東棟排水管交換工事 平成30年8月29日
日管建設㈱
北海道岩見沢市7条西11丁
目10番地5

1430001046601
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

西棟排水管交換工事 平成30年8月29日
日管建設㈱
北海道岩見沢市7条西11丁
目10番地5

1430001046601
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

自動消火システム更新工事 平成30年10月31日
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前1丁目5
番1号

6011001035920
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－ 1,499,904

－ 1,890,000

－

－

－

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)

1,458,000

1,836,000

－

－

－ 1,836,000

1,803,600－

2,376,000

1,890,000

1,674,000

－ 1,533,600

－ 2,160,000



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　宮本　顕二

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)

消毒保管機交換工事 平成31年3月18日
日本調理機㈱
北海道札幌市豊平区美園2
条6-3-14

8010801009041
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－ 1,296,000



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　宮本　顕二

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

中央材料室業務
(H30.4.1～H32.3.31)

平成30年4月1日
北海道エア・ウォーター㈱
北海道岩見沢市2条東16丁目9番地2

4430001022194 一般競争入札 ― 13,776,480 ―

歯科技工業務
(H30.4.1～H31.3.31)

平成30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

8430002049308 一般競争入札 ― ― ―
単価契約
予定調達総額
4,804,218円

医師事務作業補助者（派遣）
(H30.4.1～H31.3.31)

平成30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 ― 1,663 ―
単価契約
予定調達総額
3,043,290円

事務職総務課給与係（派遣）
(H30.4.1～H31.3.31)

平成30年4月1日
㈱キャリアバンク
北海道札幌市中央区北５条西５丁目７番
地

7430001004883 一般競争入札 ― 1,678 ―
単価契約
予定調達総額
2,866,024円

ＣＲシステム保守
(H30.4.1～H31.3.31)

平成30年4月1日
㈱常光
北海道札幌市中央区北5条西13丁目

8430001008487 一般競争入札 ― 2,937,600 ―

医療ガス 2品目
(H30.4.1～H31.3.31)

平成30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
8,603,064円

A重油
（H30.4.1～H30.6.30)

平成30年4月1日
いわみざわ農業協同組合
北海道岩見沢市2条西1丁目1番地

2430005006617 一般競争入札 ― 64.26 ―
単価契約
予定調達総額
10,024,560円

中央診療部門受付業務
(H30.4.1～H32.3.31)

平成30年4月1日
太平ビルサービス㈱
北海道札幌市中央区南1条西6丁目

2011101012138 一般競争入札 ― 23,237,280 ―

寝具・病衣・洗濯業務
(H30.4.1～H33.3.31)

平成30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
62,636,681円

建物清掃業務
(H30.4.1～H33.3.31)

平成30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 ― 91,840,392 ―

磁気共鳴断層撮影装置（ＭＲＩ）
保守
(H30.4.1～H33.3.31)

平成30年4月1日
㈱常光
北海道札幌市中央区北5条西13丁目

8430001008487 一般競争入札 ― 40,143,600 ―

血管内超音波画像診断装置（循環
器科）賃借
（H30.4.1～H32.3.31)

平成30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 ― 1,783,296 ―

血管内超音波画像診断装置（外
科）賃借
（H30.4.1～H32.3.31)

平成30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 ― 2,008,800 ―

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　宮本　顕二

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
（H30.4.1～H31.3.31)

平成30年4月1日
北海道瓦斯㈱
北海道札幌市中央区大通西7丁目3番地1

5430001021815 一般競争入札 ― ― ―
単価契約
予定調達総額
40,754,302円

一般廃棄物収集運搬処理業務
（H30.4.1～H33.3.31)

平成30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 ― 5,520,960 ―

A重油
（H30.7.1～H30.9.30)

平成30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 ― 73.98 ―
単価契約
予定調達総額
5,326,560円

A重油
（H30.10.1～H30.12.31)

平成30年10月1日
茂田石油㈱
北海道旭川市住吉4条2丁目8番13号

6450001005526 一般競争入札 ― 78.73 ―
単価契約
予定調達総額
18,895,200円

医薬品
(H30.10.1～H31.9.30)

平成30年10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
8,370,182円

医薬品
(H30.10.1～H31.9.30)

平成30年10月1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 ― ― ―
単価契約
予定調達総額
9,999,002円

医薬品
(H30.10.1～H31.9.30)

平成30年10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
8,274,427円

医薬品
(H30.10.1～H31.9.30)

平成30年10月1日
㈱メディセオ
東京都中央区八重州2丁目7番15号

5010001087238 一般競争入札 ― ― ―
単価契約
予定調達総額
2,393,761円

キイトルーダ点滴静注100㎎
(H30.10.1～H31.9.30)

平成30年10月1日
東邦薬品㈱
北海道岩見沢市緑が丘5丁目177番地1

5010901023507 一般競争入札 ― ― ―
単価契約
予定調達総額
28,584,403円

医療材料物品管理業務（ＳＰＤ）
(H30.10.1～H33.9.30)

平成30年10月1日
㈱ミックス
北海道札幌市手稲区星置南4丁目43番地8

4430001016452 一般競争入札 ― 17,496,000 ―
単価契約（医療材料）
予定調達総額
661,333,510円

超音波画像診断装置 平成30年10月31日
㈱常光
北海道札幌市中央区北5条西13丁目

8430001008487 一般競争入札 ― 9,828,000 ―

冬期駐車場等除雪業務
(H30.11.1～H31.3.31)

平成30年11月1日
㈱ＣＲＣ
北海道岩見沢市岡山町18番地20

1430001058786 一般競争入札 ― 3,564,000 ―

灯油
（H30.11.1～H31.3.31)

平成30年11月1日
㈱いわせき
北海道岩見沢市５条東１丁目７番地

6430001046365 一般競争入札 ― 82.00 ―
単価契約
予定調達総額
4,272,200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　宮本　顕二

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）

経皮血液ガスモニタ 平成30年11月30日
㈱竹山
北海道岩見沢市志文町957番5

2430001032501 一般競争入札 ― 3,024,000 ―

物質併用電気手術器 平成31年2月28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 ― 5,302,800 ―



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　宮本　顕二

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
(H30.4.1-H31.3.31)

平成30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
5,298,823円

放射性同位元素
(H30.4.1～H31.3.31)

平成30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
20,481,925円

Ｘ線テレビ装置保守
(H30.4.1～H31.3.31)

平成30年4月1日
㈱日立製作所
北海道札幌市中央区大通西
10丁目4-133

7010001008844

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。

― 3,018,600 ― 0

人工呼吸器賃貸借
（H30.4.1～H32.3.31)

平成30年4月1日
北海道エア・ウォーター㈱
北海道岩見沢市2条東16丁目
9番地2号

4430001022194

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
4,354,560円

在宅医療用酸素濃縮器賃貸借
(H30.4.1～H32.3.31)

平成30年4月1日
北海道エア・ウォーター㈱
北海道岩見沢市2条東16丁目
9番地2号

4430001022194

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。

― 27,540 ― 0
単価契約
予定調達総額
11,236,320円

在宅医療用酸素濃縮器賃貸借
(H30.4.1～H32.3.31)

平成30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。

― 27,540 ― 0
単価契約
予定調達総額
1,652,400円

在宅医療用酸素濃縮器賃貸借
(H30.4.1～H32.3.31)

平成30年4月1日
フクダライフテック北海道㈱
北海道札幌市東区北6条東2
丁目2番1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。

― 27,540 ― 0
単価契約
予定調達総額
3,635,280円

血液凝固計 平成30年9月28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7-1

1430001027031
予定価格が160万円を超えない
財産の買い入れであったため。
会計細則第52条第10号に該当。

― 1,026,000 ― 0 少額随契

オートレフケラトメーター 平成31年1月7日
㈱竹山
北海道岩見沢市志文町957番
5

2430001032501
予定価格が160万円を超えない
財産の買い入れであったため。
会計細則第52条第10号に該当。

― 1,414,800 ― 0 少額随契

電動ベッド 平成31年2月28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
財産の買い入れであったため。
会計細則第52条第10号に該当。

― 1,123,740 ― 0 少額随契

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）


