
平成31年3月末現在

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

相手方住所氏名 備考

健康保険給付等の窓口
における申請・届出の受
付・相談業務委託契約

H30.3.30
1Hあたりの単価1,700円

１日あたり交通費1,000円
１月あたり管理費70,000円

随意契約 H30.12.28
岡山県内年金事務
所

岡山市北区野田屋町２－１１－１
３
岡山県社会保険労務士会

予定数量：のべ435人
予定調達金額：7,081,587円

債権回収催告等委託契
約 H30.3.30

2,332,800円
（税込）

随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部

岡山市北区本町６－３６　２F
弁護士法人太陽綜合法律事
務所

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人社団　光生病院
岡山市北区厚生町３０８－３５

予定数量：800人
予定調達金額：9,187,200円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

厚生労働省指定基幹型臨床
研修病院 総合病院　岡山協
立病院
岡山市中区赤坂本町８－１０

予定数量：5,000人
予定調達金額：57,420,000円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人　明芳会佐藤病院
岡山市南区築港栄町２－１３

予定数量：2,000人
予定調達金額：22,968,000円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人 創和会重井医学
研究所付属病院
岡山市南区山田２１１７

予定数量：1000人
予定調達金額：11,484,000円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

一般財団法人　操風会岡山旭
東病院
岡山市中区倉田５６７－１

予定数量：700人
予定調達金額：8,038,800円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

社会医療法人 岡村一心堂病院
岡山市東区西大寺南２－１－７

予定数量：2,880人
予定調達金額：33,073,920円

平成３０年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　山下秀樹
岡山市北区本町6-36　第一セントラルビル8階



平成31年3月末現在

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

相手方住所氏名 備考

平成３０年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　山下秀樹
岡山市北区本町6-36　第一セントラルビル8階

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

全部医療療養型 岡山東中央病
院
岡山市中区倉田６７７－１

予定数量：1,200人
予定調達金額：13,780,800円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人　養寿会ウェル・ビーイ
ング・メディカ保健クリニック
岡山市北区本町６－３６

予定数量：10,000人
予定調達金額：114,840,000円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人 緑風会岡山大福クリ
ニック
岡山市南区大福３９３－１

予定数量：1,500人
予定調達金額：17,226,000円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

社会医療法人鴻仁会セントラ
ル・クリニック伊島
岡山市北区伊島北町７－５

予定数量：1,180人
予定調達金額：13,551,120円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

公益財団法人岡山県健康づくり
財団
岡山市北区平田４０８－１

予定数量：3,800人
予定調達金額：43,639,200円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人　たくふう会　岡山中央
診療所健康管理センター
岡山市北区柳町１－１３－７

予定数量：1,000人
予定調達金額：11,484,000円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人　岡山クリニック
倉敷市笹沖５６１－１

予定数量：6,000人
予定調達金額：68,904,000円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

みずしま検診クリニック
倉敷市水島高砂町５－１５

予定数量：2,000人
予定調達金額：22,968,000円



平成31年3月末現在

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

相手方住所氏名 備考

平成３０年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　山下秀樹
岡山市北区本町6-36　第一セントラルビル8階

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人　創和会しげい病院
倉敷市幸町２－３０

予定数量：1,200人
予定調達金額：13,780,800円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

社会医療法人水和会水島中央
病院
倉敷市水島青葉町４－５

予定数量：1,800人
予定調達金額：20,671,800円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

淳風会健康管理センター倉敷
倉敷市老松町５－３－62

予定数量：26,000人
予定調達金額：298,584,000円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人 水清会水島第一病院
倉敷市神田２－３－３３

予定数量：4,800人
予定調達金額：55,123,200円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

特定財団 医療法人 協愛会倉敷
シティ病院
倉敷市児島阿津２－７－５３

予定数量：700人
予定調達金額：8,038,800円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人社団新風会玉島中央
病院
倉敷市玉島中央町１－４－８

予定数量：1,440人
予定調達金額：16,536,960円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人誠和会倉敷紀念病院
倉敷市中島８３１

予定数量：2,400人
予定調達金額：27,561,600円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

川崎医科大学附属病院
倉敷市松島５７７

予定数量：1,200人
予定調達金額：13,780,800円



平成31年3月末現在

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

相手方住所氏名 備考

平成３０年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　山下秀樹
岡山市北区本町6-36　第一セントラルビル8階

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人 医誠会　児島中央病
院
倉敷市児島小川町３６８５

予定数量：660人
予定調達金額：7,579,440円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

総合病院水島協同病院
倉敷市水島南春日町１－１

予定数量：1,600人
予定調達金額：18,374,400円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

公益財団法人　大原記念倉敷
中央医療機構倉敷中央病院総
合保健管理センター
倉敷市鶴形１－８－５

予定数量：7,200人
予定調達金額：82,684,800円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

公益財団法人　大原記念倉敷
中央医療機構倉敷中央病院倉
敷リバーサイド病院
倉敷市鶴の浦２－６－１１

予定数量：3,600人
予定調達金額：41,342,400円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

一般財団法人倉敷成人病セン
ター
倉敷市白楽町２５０

予定数量：15,700人
予定調達金額：180,298,800円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人 和香会 倉敷スイート
ホスピタル
倉敷市中庄３５４２－１

予定数量：2,400人
予定調達金額：27,561,600円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人 和風会　中島病院
津山市田町１２２

予定数量：250人
予定調達金額：2,871,000円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

一般財団法人江原積善会ＥＳク
リニック
津山市津山口３０８

予定数量：5,000人
予定調達金額：57,420,000円



平成31年3月末現在

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

相手方住所氏名 備考

平成３０年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　山下秀樹
岡山市北区本町6-36　第一セントラルビル8階

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

一般財団法人　津山慈風会　津
山中央健康管理センター
津山市川崎１７５６－７

予定数量：400人
予定調達金額：4,593,600円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

特定医療法人 平野同仁会総合
病院津山第一病院
津山市中島４３８

予定数量：300人
予定調達金額：3,445,200円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人社団清和会笠岡第一
病院附属診療所
笠岡市二番町２－９

予定数量：1,050人
予定調達金額：12,058,200円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人薬師寺慈恵会　薬師
寺慈恵病院
総社市総社１－１７－２５

予定数量：1,200人
予定調達金額：13,780,800円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人清梁会高梁中央病院
高梁市南町５３

予定数量：1,500人
予定調達金額：17,226,000円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人社団恩誠会渡辺病院
新見市新見２０３２－１５

予定数量：4,200人
予定調達金額：48,232,800円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

大ケ池診療所
備前市大内５７１－１

予定数量：3,000人
予定調達金額：34,452,000円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人草加草仁会草加病院
備前市西片上１１２２

予定数量：1,200人
予定調達金額：13,780,800円



平成31年3月末現在

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

相手方住所氏名 備考

平成３０年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　山下秀樹
岡山市北区本町6-36　第一セントラルビル8階

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人社団宇根本会にいつ
クリニック
浅口郡里庄町大字新庄２９２９－
１

予定数量：460人
予定調達金額：5,282,640円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

公益社団法人赤磐医師会 赤磐
医師会病院
赤磐市下市１８７－１

予定数量：1,800人
予定調達金額：20,671,200円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人紀典会北川病院
和気郡和気町和気２７７

予定数量：480人
予定調達金額：5,512,320円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人平病院
和気郡和気町尺所４３８

予定数量：600人
予定調達金額：6,890,400円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人萌生会国定病院
浅口郡里庄町大字浜中９３－１４
１

予定数量：4,000人
予定調達金額：43,936,000円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人みわ記念病院
浅口市金光町佐方８０－１

予定数量：1,470人
予定調達金額：45,936,000円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人社団井口総合病院落
合病院
真庭市落合垂水２５１

予定数量：1,500人
予定調達金額：17,226,000円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

特定医療法人美甘会勝山病院
真庭市本郷１８１９

予定数量：1,000人
予定調達金額：11,484,000円



平成31年3月末現在

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

相手方住所氏名 備考

平成３０年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　山下秀樹
岡山市北区本町6-36　第一セントラルビル8階

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

社会医療法人緑壮会金田病院
真庭市西原６３

予定数量：1,300人
予定調達金額：14,929,200円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人敬和会近藤病院
真庭市勝山１０７０

予定数量：1,000人
予定調達金額：11,484,000円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

独立行政法人労働者健康安全
機構岡山ろうさい病院
岡山市南区築港緑町１－１０－２
５

予定数量：720人
予定調達金額：8,268,480円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

日本赤十字社 岡山赤十字病院
岡山市北区青江２－１－１

予定数量：3,400人
予定調達金額：39,045,600円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

日本赤十字社 岡山赤十字病院
玉野分院
玉野市築港５－１６－２５

予定数量：1,215人
予定調達金額：13,953,060円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

地方独立行政法人 岡山市立総
合医療センター 岡山市立市民
病院
岡山市北区天瀬６－１０

予定数量：1,000人
予定調達金額：11,484,000円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

倉敷市立児島市民病院
倉敷市児島駅前２－３９

予定数量：1,010人
予定調達金額：11,598,840円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

総合病院玉野市立玉野市民病
院
玉野市宇野2-3-1

予定数量：1,000人
予定調達金額：11,484,000円



平成31年3月末現在

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

相手方住所氏名 備考

平成３０年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　山下秀樹
岡山市北区本町6-36　第一セントラルビル8階

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

笠岡市立市民病院
笠岡市笠岡５６２８－１

予定数量：850人
予定調達金額：9,761,400円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

井原市立井原市民病院
井原市井原町１１８６

予定数量：2,640人
予定調達金額：30,317,760円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

備前市立備前病院
備前市伊部２２４５

予定数量：570人
予定調達金額：6,545,880円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

高梁市国民健康保険成羽病院
高梁市成羽町下原３０１

予定数量：300人
予定調達金額：3,445,200円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

真庭市国民健康保険湯原温泉
病院
真庭市下湯原５６

予定数量：350人
予定調達金額：4,019,400円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

備前市国民健康保険市立日生
病院
備前市日生町寒河２５７０－４１

予定数量：210人
予定調達金額：2,411,640円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

備前市国民健康保険市立吉永
病院
備前市吉永町吉永中５６３－４

予定数量：230人
予定調達金額：2,641,320円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

公益財団法人中国労働衛生協
会津山検診所
津山市戸島６３４－２５

予定数量：10,800人
予定調達金額：124,027,200円



平成31年3月末現在

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

相手方住所氏名 備考

平成３０年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　山下秀樹
岡山市北区本町6-36　第一セントラルビル8階

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

一般財団法人　淳風会　健康管
理センター
岡山市北区大供２－３－１

予定数量：26,000人
予定調達金額：298,584,000円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

岡山県厚生農業協同組合連合
会
岡山市北区磨屋町９－１８

予定数量：2,000人
予定調達金額：22,968,000円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

社会医療法人全仁会倉敷平成
病院
倉敷市老松町４－３－３８

予定数量：1,000人
予定調達金額：11,484,000円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

岡山済生会総合病院
岡山市北区伊福町１－１７－１８

予定数量：3,500人
予定調達金額：40,194,000円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

岡山済生会昭和町健康管理セ
ンター
岡山市北区昭和町１２－１５

予定数量：13,000人
予定調達金額：149,292,000円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

岡山博愛会病院
岡山市中区江崎456-2

予定数量：2,400人
予定調達金額：2,561,600円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

岡山西大寺病院
岡山市東区金岡東町1-1-70

予定数量：600人
予定調達金額：6,890,400円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

川崎医科大学総合医療センター
倉敷市松島577

予定数量：500人
予定調達金額：5,742,000円



平成31年3月末現在

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

相手方住所氏名 備考

平成３０年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　山下秀樹
岡山市北区本町6-36　第一セントラルビル8階

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

せとうちクリニック
岡山市北区野田3-1-10　　2Ｆ

予定数量：1,200人
予定調達金額：13,780,800円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

一般財団法人共愛会芳野病院
鏡野町吉原３１２

予定数量：600人
予定調達金額：6,890,400円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人東浩会　石川病院
津山市川崎５５４－５

予定数量：1,500人
予定調達金額：17,226,000円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.4.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

瀬戸内市民病院
瀬戸内市邑久町尾張３００－１

予定数量：1,200人
予定調達金額：13,780,800円

特定保健指導業務委託 H30.4.1 1件17,280円
随意契約

（企画競争） H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

株式会社 ベストライフ・プロモー
ション
神奈川県川崎市中原区上小田
中４－１－１

年/2,500人見込み
予定額43,200,000円

特定保健指導業務委託 H30.4.1
　（一括実施）　　　動機づけ支援　9,936円
　　　　           　   積極的支援　27,324円

   （分割実施）      動機づけ支援　7,560円
                        積極的支援　23,760円

随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

岡山済生会昭和町健康管理セ
ンター
岡山市北区昭和町１２－１５

予定数量
動機づけ支援：70人
積極的支援：70人

予定調達金額：2,608,200円

特定保健指導業務委託 H30.4.1
　（一括実施）　　　動機づけ支援　9,936円
　　　　           　   積極的支援　27,324円

   （分割実施）      動機づけ支援　7,560円
                        積極的支援　23,760円

随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

公益財団法人　大原記念倉敷
中央医療機構倉敷中央病院総
合保健管理センター
倉敷市鶴形１－８－５

予定数量
動機づけ支援：240人
積極的支援：240人

予定調達金額：8,942,400円

特定保健指導業務委託 H30.4.1
　（一括実施）　　　動機づけ支援　9,936円
　　　　           　   積極的支援　27,324円

   （分割実施）      動機づけ支援　7,560円
                        積極的支援　23,760円

随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

倉敷成人病健診センター
倉敷市白楽町２８２

予定数量
動機づけ支援：30人
積極的支援：30人

予定調達金額：1,028,700円



平成31年3月末現在

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

相手方住所氏名 備考

平成３０年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　山下秀樹
岡山市北区本町6-36　第一セントラルビル8階

特定保健指導業務委託 H30.4.1
　（一括実施）　　　動機づけ支援　9,936円
　　　　           　   積極的支援　27,324円

   （分割実施）      動機づけ支援　7,560円
                        積極的支援　23,760円

随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

社会医療法人 岡村一心堂病院
岡山市東区西大寺南２－１－７

予定数量
動機づけ支援：90人
積極的支援：30人

予定調達金額：1,713,960円

特定保健指導業務委託 H30.4.1
　（一括実施）　　　動機づけ支援　9,936円
　　　　           　   積極的支援　27,324円

   （分割実施）      動機づけ支援　7,560円
                        積極的支援　23,760円

随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人 緑風会岡山大福クリ
ニック
岡山市南区大福３９３－１

予定数量
動機づけ支援：100人

積極的支援：50人
予定調達金額：2,080,620円

特定保健指導業務委託 H30.4.1
　（一括実施）　　　動機づけ支援　9,936円
　　　　           　   積極的支援　27,324円

   （分割実施）      動機づけ支援　7,560円
                        積極的支援　23,760円

随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

岡山市北区平田408－1
公益財団法人岡山県健康づ
くり財団

予定数量
動機づけ支援：300人
積極的支援：300人

予定調達金額：10,287,000円

特定保健指導業務委託 H30.4.1
　（一括実施）　　　動機づけ支援　9,936円
　　　　           　   積極的支援　27,324円

   （分割実施）      動機づけ支援　7,560円
                        積極的支援　23,760円

随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

大ケ池診療所
備前市大内５７１－１

予定数量
動機づけ支援：200人
積極的支援：200人

予定調達金額：6,279,444円

特定保健指導業務委託 H30.4.1
　（一括実施）　　　動機づけ支援　9,936円
　　　　           　   積極的支援　27,324円

   （分割実施）      動機づけ支援　7,560円
                        積極的支援　23,760円

随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

岡山医療生活協同組合 総合病
院岡山協立病院
岡山市中区赤坂本町８－１０

予定数量
動機づけ支援：90人
積極的支援：60人

予定調達金額：2,533,680円

特定保健指導業務委託 H30.4.1
　（一括実施）　　　動機づけ支援　9,936円
　　　　           　   積極的支援　27,324円

   （分割実施）      動機づけ支援　7,560円
                        積極的支援　23,760円

随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人　たくふう会　岡山中央
診療所健康管理センター
岡山市北区柳町１－１３－７

予定数量
動機づけ支援：240人
積極的支援：240人

予定調達金額：8,229,600円

特定保健指導業務委託 H30.4.1
　（一括実施）　　　動機づけ支援　9,936円
　　　　           　   積極的支援　27,324円

   （分割実施）      動機づけ支援　7,560円
                        積極的支援　23,760円

随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

水島中央病院
倉敷市水島青葉町4-5

予定数量
動機づけ支援：40人
積極的支援：60人

予定調達金額：1,787,400円

特定保健指導業務委託 H30.4.1
　（一括実施）　　　動機づけ支援　9,936円
　　　　           　   積極的支援　27,324円

   （分割実施）      動機づけ支援　7,560円
                        積極的支援　23,760円

随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

倉敷記念病院
倉敷市中島831

予定数量
動機づけ支援：60人
積極的支援：30人

予定調達金額：1,415,880円



平成31年3月末現在

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

相手方住所氏名 備考

平成３０年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　山下秀樹
岡山市北区本町6-36　第一セントラルビル8階

特定保健指導業務委託 H30.4.1
　（一括実施）　　　動機づけ支援　9,936円
　　　　           　   積極的支援　27,324円

   （分割実施）      動機づけ支援　7,560円
                        積極的支援　23,760円

随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

倉敷ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ病院
倉敷市鶴の浦2-6-11

予定数量
動機づけ支援：300人
積極的支援：300人

予定調達金額：11,178,000円

特定保健指導業務委託 H30.4.1
　（一括実施）　　　動機づけ支援　9,936円
　　　　           　   積極的支援　27,324円

   （分割実施）      動機づけ支援　7,560円
                        積極的支援　23,760円

随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

岡山クリニック
倉敷市笹沖461-1

予定数量
動機づけ支援：200人

積極的支援：50人
予定調達金額：2,700,000円

特定保健指導業務委託 H30.4.1
　（一括実施）　　　動機づけ支援　9,936円
　　　　           　   積極的支援　27,324円

   （分割実施）      動機づけ支援　7,560円
                        積極的支援　23,760円

随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

高梁中央病院
高梁市南町53

予定数量
動機づけ支援：50人
積極的支援：50人

予定調達金額：1,863,000円

特定保健指導業務委託 H30.4.1
　（一括実施）　　　動機づけ支援　9,936円
　　　　           　   積極的支援　27,324円

   （分割実施）      動機づけ支援　7,560円
                        積極的支援　23,760円

随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人萌生会国定病院健康
管理センター
浅口郡里庄町大字浜中９３－１４
１

予定数量
動機づけ支援：30人
積極的支援：100人

予定調達金額：2,602,800円

特定保健指導業務委託 H30.4.1
　（一括実施）　　　動機づけ支援　9,936円
　　　　           　   積極的支援　27,324円

   （分割実施）      動機づけ支援　7,560円
                        積極的支援　23,760円

随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人社団井口総合病院落
合病院
真庭市落合垂水２５１

予定数量
動機づけ支援：50人
積極的支援：120人

予定調達金額：3,775,680円

特定保健指導業務委託 H30.4.1
　（一括実施）　　　動機づけ支援　9,936円
　　　　           　   積極的支援　27,324円

   （分割実施）      動機づけ支援　7,560円
                        積極的支援　23,760円

随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

日本赤十字社 岡山赤十字病院
岡山市北区青江２－１－１

予定数量
動機づけ支援：50人
積極的支援：50人

予定調達金額：1,863,000円

特定保健指導業務委託 H30.4.1
　（一括実施）　　　動機づけ支援　9,936円
　　　　           　   積極的支援　27,324円

   （分割実施）      動機づけ支援　7,560円
                        積極的支援　23,760円

随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

井原市立井原市民病院
井原市井原町１１８６

予定数量
動機づけ支援：60人
積極的支援：60人

予定調達金額：2,235,600円

特定保健指導業務委託 H30.4.1
　（一括実施）　　　動機づけ支援　9,936円
　　　　           　   積極的支援　27,324円

   （分割実施）      動機づけ支援　7,560円
                        積極的支援　23,760円

随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人社団恩誠会渡辺病院
新見市新見２０３２－１５

予定数量
動機づけ支援：150人
積極的支援：100人

予定調達金額：4,222,800円



平成31年3月末現在

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

相手方住所氏名 備考

平成３０年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　山下秀樹
岡山市北区本町6-36　第一セントラルビル8階

特定保健指導業務委託 H30.4.1
　（一括実施）　　　動機づけ支援　9,936円
　　　　           　   積極的支援　27,324円

   （分割実施）      動機づけ支援　7,560円
                        積極的支援　23,760円

随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

岡山済生会総合病院
岡山市北区伊福町１－１７－１８

予定数量
動機づけ支援：120人
積極的支援：120人

予定調達金額：4,471,200円

特定保健指導業務委託 H30.4.1
　（一括実施）　　　動機づけ支援　9,936円
　　　　           　   積極的支援　27,324円

   （分割実施）      動機づけ支援　7,560円
                        積極的支援　23,760円

随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

倉敷市老松町5-3-62
一般財団法人淳風会健康管理
センター

予定数量
動機づけ支援：200人
積極的支援：400人

予定調達金額：12,916,800円

特定保健指導業務委託 H30.4.1
　（一括実施）　　　動機づけ支援　9,936円
　　　　           　   積極的支援　27,324円

   （分割実施）      動機づけ支援　7,560円
                        積極的支援　23,760円

随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

一般財団法人　淳風会　健康管
理センター
岡山市北区大供２－３－１

予定数量
動機づけ支援：800人
積極的支援：800人

予定調達金額：28,620,000円

事業者健診データ提供
にかかる業務 H30.4.1 １件あたり単価700円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人岡山クリニック
倉敷市笹沖４６１－１

年/1,500見込み
予定1,050,000円

事業者健診データ提供
にかかる業務 H30.4.1 １件あたり単価700円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人 水清会水島第一病院
倉敷市神田２－３－３３

年/1,900見込み
予定1,330,000円

事業者健診データ提供
にかかる業務 H30.4.1 １件あたり単価700円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

一般財団法人　淳風会　健康管
理センター
岡山市北区大供２－３－１

年/7,000見込み
予定4,963,000円

事業者健診データ提供
にかかる業務 H30.4.1 １件あたり単価700円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

一般社団法人岡山県労働基準
協会労働衛生センター
岡山市南区山田２３１５－４

年/6,000見込み
予定4,200,000円

事業者健診データ提供
にかかる業務 H30.4.1 １件あたり単価700円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

ウェル・ビーイング・メディカ保健
クリニック
岡山市北区本町6-36　第一セン
トラルビル6Ｆ

年/6,000見込み
予定4,200,000円



平成31年3月末現在

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

相手方住所氏名 備考

平成３０年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　山下秀樹
岡山市北区本町6-36　第一セントラルビル8階

事業者健診データ提供
にかかる業務 H30.4.1 １件あたり単価700円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

中国労働衛生協会津山検診所
津山市戸島634-25

年/6,000見込み
予定4,200,000円

中間血液検査委託契約 H30.4.1 １件あたり単価3,240円 随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

公益財団法人岡山県健康づくり
財団
岡山市北区平田４０８－１

予定数量：600人
予定調達金額：1,944,000円

中間血液検査委託契約 H30.4.1 １件あたり単価3,240円 随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人　たくふう会　岡山中央
診療所健康管理センター
岡山市北区柳町１－１３－７

予定数量：480人
予定調達金額：1,555,200円

中間血液検査委託契約 H30.4.1 １件あたり単価3,240円 随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

公益財団法人　大原記念倉敷
中央医療機構倉敷中央病院総
合保健管理センター
倉敷市鶴形１－８－５

予定数量：480人
予定調達金額：1,555,200円

中間血液検査委託契約 H30.4.1 １件あたり単価3,240円 随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

公益財団法人　大原記念倉敷
中央医療機構倉敷中央病院倉
敷リバーサイド病院
倉敷市鶴の浦２－６－１１

予定数量：600人
予定調達金額：1,944,000円

中間血液検査委託契約 H30.4.1 １件あたり単価3,240円 随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

大ケ池診療所
備前市大内５７１－１

予定数量：400人
予定調達金額：1,296,000円

中間血液検査委託契約 H30.4.1 １件あたり単価3,240円 随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

一般財団法人　淳風会　健康管
理センター
岡山市北区大供２－３－１

予定数量：1,600人
予定調達金額：5,184,000円

中間血液検査委託契約 H30.4.1 １件あたり単価3,240円 随意契約 H31.3.31
全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

淳風会健康管理センター倉敷
倉敷市老松町５－３－62

予定数量：600人
予定調達金額：1,944,000円



平成31年3月末現在

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

相手方住所氏名 備考

平成３０年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　山下秀樹
岡山市北区本町6-36　第一セントラルビル8階

糖尿病性腎症の重症化
予防事業委託契約 H30.4.1 １件あたり単価25,200円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

岡山済生会昭和町健康管理セ
ンター
岡山市北区昭和町１２－１５

予定数量：130人
予定調達金額：3,276,000円

糖尿病性腎症の重症化
予防事業委託契約 H30.4.1 １件あたり単価46,800円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

国立大学法人岡山大学　岡山
大学病院
岡山市北区鹿田町2-5-1

予定数量：24人
予定調達金額：1,123,200円

特定健診及び健康増進に
資する検査等の実施に係
る業務委託（イオン）

H30.5.7
健診一人当たり　6,172円

保健指導動悸付支援：  7,560円
保健指導積極的支援：23,760円

随意契約
(企画競争） H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

岡山市北区万成東町３－１
一般財団法人　淳風会

予定数量：700人
予定調達金額：4,320,400円

特定健診及び健康増進に
資する検査等の実施に係
る業務委託（岡山市、倉敷
市・玉野市）

H30.5.7
健診一人当たり　6,500円

保健指導動悸付支援：  7,560円
保健指導積極的支援：23,760円

随意契約
(企画競争） H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

岡山市北区平田４０８－１
公益財団法人　岡山県健康づく
り財団

予定数量：4,140人
予定調達金額：26,910,000円

特定健診及び健康増進に
資する検査等の実施に係
る業務委託（県北部）

H30.5.7
健診一人当たり　6,520円

保健指導動悸付支援：  7,560円
保健指導積極的支援：23,760円

随意契約
(企画競争） H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

津山市戸島６３４－２５
公益財団法人　中国労働衛生
協会　津山検診所

予定数量：350人
予定調達金額：2,282,000円

特定健診及び健康増進に
資する検査等の実施に係
る業務委託（県西部・福山
市、東備）

H30.5.7
健診一人当たり　6,500円

保健指導動悸付支援：  7,560円
保健指導積極的支援：23,760円

随意契約
(企画競争） H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

倉敷市笹沖４６１－１
医療法人　岡山クリニック

予定数量：500人
予定調達金額：3,250,000円

生活習慣病予防健診委
託契約 H30.6.1 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

社会医療法人　清風会　日本原病院
津山市日本原３５２

予定数量：211人
予定調達金額：2,423,124円

糖尿病性腎症の重症化
予防事業委託契約 H30.7.1 １件あたり単価46,800円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

大原記念倉敷中央医療機構
倉敷中央病院
倉敷市美和１－１－１

予定数量：33人
予定調達金額：1,544,400円



平成31年3月末現在

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

相手方住所氏名 備考

平成３０年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　山下秀樹
岡山市北区本町6-36　第一セントラルビル8階

生活習慣病予防健診委
託契約 H31.2.15 11,484円 随意契約 H31.3.31

全国健康保険協会
岡山支部が指定し
た場所

医療法人　誠和会
倉敷第一病院
倉敷市老松町5-3-10

予定数量：200人
予定調達金額：2,296,800円


