
様式第 23号（第 27条の２関係） 

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等） 
施 設 名       福 島 労 災 病 院   

施設の所在地 福島県いわき市内郷綴町沼尻３番地 

契約担当役氏名       院長 渡辺 毅      

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 

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 

給食業務 Ｈ31.4.1 

（株）NEOソリューション 

福島県福島市野田町７－

５－３３ 

一般競争契約  88,128,000   

寝具・病衣の賃貸借及びリネン

管理等業務並びに院内洗濯業務

一式 

Ｈ31.4.1 

ワタキューセイモア（株）

郡山営業所 

福島県郡山市富田町字山

王林４５－１ 

一般競争契約  56,628,984   

カーテン洗濯業務 Ｈ31.4.1 

ワタキューセイモア（株）

郡山営業所 

福島県郡山市富田町字山

王林４５－１ 

一般競争契約  5,298,480   

白衣等洗濯業務 Ｈ31.4.1 

村田基準寝具（株） 

福島県いわき市好間工業

団地１－８８ 

一般競争契約  10,988,400   

病歴等業務 Ｈ31.4.1 

（株）ニチイ学館 

東京都千代田区神田駿河

台２－９ 

一般競争契約  1,663   

 

 

 



様式第 23号（第 27条の２関係） 

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等） 
施 設 名       福 島 労 災 病 院   

施設の所在地 福島県いわき市内郷綴町沼尻３番地 

契約担当役氏名       院長 渡辺 毅    

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 

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 

検査受付業務 Ｈ31.4.1 

常光サービス（株） 

福島県いわき市小名浜諏

訪町１１－１ 

一般競争契約  1,609   

医師事務作業業務 Ｈ31.4.1 

（株）ニチイ学館 

東京都千代田区神田駿河

台２－９ 

一般競争契約  1,630   

ＭＥ機器管理業務 Ｈ31.4.1 

（株）ムトウテクノス 

北海道札幌市中央区北２

条西１７－１－２ 

一般競争契約  14,774,400   

保育所業務 Ｈ31.4.1 

（株）アンフィニ 

福島県いわき市平字尼子

町 2－9 

一競争契約  69,984,000   

昇降機設備保守 Ｈ31.4.1 

日本オーチスエレベータ

（株） 

宮城県仙台市青葉区 1番町

１－3－1 

一般競争契約  16,848,000   

 

 

 



様式第 23号（第 27条の２関係） 

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等） 
施 設 名       福 島 労 災 病 院   

施設の所在地 福島県いわき市内郷綴町沼尻３番地 

契約担当役氏名       院長 渡辺 毅    

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 

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 

遠隔画像診断委託業務 Ｈ31.4.1 

（株）ワイズ・リーディン

グ 

熊本県熊本市北区飛田３

丁目１０－２１ 

一般競争契約  46,982,160   

循環器用 X線画像管理装置保守

業務 
Ｈ31.4.1 

テスコ（株） 

宮城県仙台市泉区大沢３

丁目４－３ 

一般競争契約  2,300,400   

医療用ライナック装置付属機器

保守業務 
Ｈ31.4.1 

エレクタ（株） 

東京都港区芝浦三丁目９

－１芝浦ルネサイトタワ

ー 

一般競争契約  2,851,200   

位置決め CT装置保守業務 Ｈ31.4.1 

キャノンメディカルシス

テムズ（株）福島サービス

センタ 

福島県郡山市中町１番２

２号 

一般競争契約  3,522,528   

医用画像情報システム保守業務 Ｈ31.4.1 

（株）フィリップスジャパ

ン 

東京都港区芝浦２丁目

13-37フィリップスビル 

一般競争契約  36,288,000   

 

 

 



様式第 23号（第 27条の２関係） 

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等） 
施 設 名       福 島 労 災 病 院   

施設の所在地 福島県いわき市内郷綴町沼尻３番地 

契約担当役氏名       院長 渡辺 毅    

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 

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 

フラットパネルディテクター装

置保守業務 
Ｈ31.4.1 

コセキ（株）郡山営業所 

福島県郡山市島二丁目４

２番２２号 

一般競争契約  6,564,240   

複写機使用料金契約 Ｈ31.4.1 
富士ゼロックス福島（株） 

福島県郡山市中町５－１ 
 一般競争契約  7,564,032   

A４コピー用紙 Ｈ31.4.1 

（株）福芝事務機 

福島県いわき市内郷御厩

町４－３２ 

一般競争契約  1,436   

委託検査 Ｈ31.4.1 

（株）ビー・エム・エル他 

福島県いわき市好間下好

間字鬼越４１－１ 

一般競争契約  23,002,494   

Ａ重油 Ｈ31.4.1 

北日本石油（株）仙台支店 

宮城県仙台市宮城野区扇

町七丁目６番１２号 

一般競争契約  69.984   

 

 

 



様式第 23号（第 27条の２関係） 

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等） 
施 設 名       福 島 労 災 病 院   

施設の所在地 福島県いわき市内郷綴町沼尻３番地 

契約担当役氏名       院長 渡辺 毅    

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 

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 

灯油 Ｈ31.4.1 

北日本石油（株）仙台支店 

宮城県仙台市宮城野区扇

町七丁目６番１２号 

一般競争契約  75.380   

医療材料 Ｈ31.4.1 

サンセイ医機（株）他 

福島県郡山市昭和二丁目

１１番５号 

一般競争契約  331,307,672   

福島労災病院で使用する電気 Ｒ1.5.1 

（株）東北電力 

福島県いわき市平字作町

１－５－１ 

一般競争契約  160,600,926   

Ａ重油 Ｒ1.5.1 

北日本石油（株）仙台支店 

宮城県仙台市宮城野区扇

町七丁目６番１２号 

一般競争契約  73.440   

ウィルスバスター管理サーバー

入替業務 
Ｒ1.5.30 

（株）ミライトラスト 

福島県いわき市小名浜大

原字東田林２３－２ 

一般競争契約  1,566,000   

 

 

 



様式第 23号（第 27条の２関係） 

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等） 
施 設 名       福 島 労 災 病 院   

施設の所在地 福島県いわき市内郷綴町沼尻３番地 

契約担当役氏名       院長 渡辺 毅    

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 

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 

院内グループウェアシステム管

理サーバー入替業務 
Ｒ1.5.30 

（株）ミライトラスト 

福島県いわき市小名浜大

原字東田林２３－２ 

一般競争契約  2,700,000   

検査試薬 Ｒ1.6.1 

（株）小関秀雄商店他 

福島県福島市北中央三丁

目８５番地の１ 

一般競争契約  83,277,669   

システム生物顕微鏡一式 Ｒ1.6.28 

（株）すすむ器械店 

福島県いわき市内郷御厩

町前田１２５ 

一般競争契約  2,095,200   

Ａ重油 Ｒ1.7.1 

北日本石油（株）仙台支店 

宮城県仙台市宮城野区扇

町七丁目６番１２号 

一般競争契約  66   

灯油 Ｒ1.7.1 

北日本石油（株）仙台支店 

宮城県仙台市宮城野区扇

町七丁目６番１２号 

一般競争契約  68   

 

 



様式第 23号（第 27条の２関係） 

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等） 
施 設 名       福 島 労 災 病 院   

施設の所在地 福島県いわき市内郷綴町沼尻３番地 

契約担当役氏名       院長 渡辺 毅    

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 

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 

電気手術器１式 Ｒ1.7.30 

（株）日東 

福島県いわき市平字五色町

6番２号 

一般競争契約  6,118,200   

人工呼吸器 2式 Ｒ1.8.9 

（株）日東 

福島県いわき市平字五色町

6番２号 

一般競争契約  8,359,200   

肩関節鏡システム１式の賃貸借 Ｒ1.8.28 

ＮＴＴファイナンス（株） 

宮城県仙台市青葉区国分町

3-1-2 

一般競争契約  15,760,800   

4人床有料室備品等賃貸借（12

床） 
Ｒ1.9.1 

（株）理舎 

広島県広島市中区舟入中町

2番 14号 

一般競争契約  7,336,656   

超音波診断装置（腹部用）１式

の賃貸借 
Ｒ1.9.17 

ＮＴＴファイナンス（株） 

宮城県仙台市青葉区国分町

3-1-2 

一般競争契約  29,367,360   

 

 

 



様式第 23号（第 27条の２関係） 

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等） 
施 設 名       福 島 労 災 病 院   

施設の所在地 福島県いわき市内郷綴町沼尻３番地 

契約担当役氏名       院長 渡辺 毅    

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 

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 

超音波診断装置（心臓用）１式

の賃貸借 
Ｒ1.9.17 

ＮＴＴファイナンス（株） 

宮城県仙台市青葉区国分

町 3-1-2 

一般競争契約  23,870,880   

低温プラズマ滅菌器１式の賃貸

借 
Ｒ1.9.17 

ＮＴＴファイナンス（株） 

宮城県仙台市青葉区国分

町 3-1-2 

一般競争契約  22,841,280   

Ａ重油 Ｒ1.10.1 

北日本石油（株）仙台支店 

宮城県仙台市宮城野区扇

町七丁目６番１２号 

一般競争契約  71.39   

灯油 Ｒ1.10.1 

北日本石油（株）仙台支店 

宮城県仙台市宮城野区扇

町七丁目６番１２号 

一般競争契約  74.80   

自主流通米 Ｒ1.11.1 

松月堂本店 

福島県田村郡小野町大字

小野新町字仲町 34 

一般競争契約  309   

 

 

 



様式第 23号（第 27条の２関係） 

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等） 
施 設 名       福 島 労 災 病 院   

施設の所在地 福島県いわき市内郷綴町沼尻３番地 

契約担当役氏名       院長 渡辺 毅    

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 

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 

Ａ重油 Ｒ2.1.1 

北日本石油（株）仙台支店 

宮城県仙台市宮城野区扇

町七丁目６番１２号 

一般競争契約  71.94   

灯油 Ｒ2.1.1 

北日本石油（株）仙台支店 

宮城県仙台市宮城野区扇

町七丁目６番１２号 

一般競争契約  73.59   

        

        

        

 

 



 


