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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

船員保険における個人情報の運
搬業務委託

H31.4.1
（自動更新）

一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

日本通運株式会社 航空事業支店
東京都港区海岸3-18-1

業務用封筒の調達 H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

大村印刷株式会社
山口県防府市西仁井令1-21-55

コピー用紙（Ａ4,A3）の調達 H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

ナカバヤシ株式会社 東京本社
東京都板橋区東坂下2-5-1

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

①＠3.40円
②＠6.30円

（全て税抜額）

＠23,200円
（税抜額）

契約金額

①＠1,362円
②＠1,654円

（全て税抜額）

備　考

予定数量
年48便（月４便）
予定額（税抜額）1,113,600円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）
平成32年3月31日を上限に自動更新

予定数量
①長3封筒　1,579,000枚
②角2封筒　1,122,000枚
予定額（税抜額）12,437,200円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）

予定数量
①Ａ4　32,252箱
②Ａ3　974箱
予定額（税抜額）45,538,220円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

カラー複合機消耗品の調達 H31.4.1 一般競争入札 R2.1.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

株式会社文祥堂
東京都中央区銀座3-4-12

高機能プリンター消耗品の調達 H31.4.1 一般競争入札 R2.1.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

株式会社文祥堂
東京都中央区銀座3-4-12

RPA本格導入に向けた開発業務
一式（平成31年度分）

H31.4.1 一般競争入札 R1.7.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲3-3-3

11,426,400円
（税込額）

①＠21,255円
②＠20,165円
③＠20,165円
④＠20,165円
⑤＠14,769円
⑥＠42,666円
⑦＠1,094円

（全て税抜額）

①＠62,492円
②＠49,822円
③＠49,822円
④＠49,822円
⑤＠4,123円

（全て税抜額）

予定数量
①IPSiO SP トナーブラック C830Ｈ　1,966本
②IPSiO SP トナーマゼンタ C830H　446本
③IPSiO SP トナーシアン　C830Ｈ　522本
④IPSiO SP トナーイエロー　C830H　508本
⑤IPSiO SPドラムユニットブラック　C830　641個
⑥IPSiO SP ドラムユニットカラー C830　176個
⑦廃トナーボトル　C830 222個
予定額（税抜額）88,769,883円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）

予定数量
①RICHO MP SH  トナーブラック　C8002 661個
②RICHO MP SH  トナーマゼンタ C8002　449個
③RICHO MP SH  トナーシアン　C8002　437個
④RICHO MP SH トナーイエローC8002 461個
⑤RICHO ステープラー針タイプＶ　56個
予定額（税抜額）108,648,334円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

健康保険被保険者証カード作成
業務委託

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.13
全国健康保険協
会の指定する場
所

トッパン・フォームズ株式会社
東京都港区東新橋1-7-3

柔道整復施術療養費支給申請
書の磁気媒体化等業務（第1ブ
ロック）（北海道、青森、岩手、宮
城、秋田、山形）

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

シティコンピュータ株式会社
和歌山市北出島12-8シティビル

柔道整復施術療養費支給申請
書の磁気媒体化等業務（第2ブ
ロック）（福島、茨城、栃木、群
馬、千葉、新潟）

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

シティコンピュータ株式会社
和歌山市北出島12-8シティビル

柔道整復施術療養費支給申請
書の磁気媒体化等業務（第3ブ
ロック）（埼玉、神奈川、静岡）

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

株式会社コンピュータービジネス
東京都品川区東五反田1-11-15

　＠12.24円
（税抜額）

　＠14.10円
（税抜額）

　＠12.80円
（税抜額）

　＠70.00円
(税抜額）

予定数量1,493,300件
予定額（税抜額）18,277,992円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）

予定数量1,229,700件
予定額（税抜額）15,740,160円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）

予定数量1,423,500件
予定額（税抜額）20,071,350円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）

予定数量　8,500枚
予定額（税抜額）595,000円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

柔道整復施術療養費支給申請
書の磁気媒体化等業務（第4ブ
ロック）（東京）

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

株式会社コンピュータービジネス
東京都品川区東五反田1-11-15

柔道整復施術療養費支給申請
書の磁気媒体化等業務（第5ブ
ロック）（富山、石川、福井、山
梨、長野、岐阜）

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

シティコンピュータ株式会社
和歌山市北出島12-8シティビル

柔道整復施術療養費支給申請
書の磁気媒体化等業務（第6ブ
ロック）（愛知、三重、滋賀、奈
良）

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

シティコンピュータ株式会社
和歌山市北出島12-8シティビル

　＠12.98円
（税抜額）

　＠14.18円
（税抜額）

　＠12.24円
（税抜額）

予定数量1,376,600件
予定額（税抜額）17,868,268円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）

予定数量1,082,700件
予定額（税抜額）15,352,686円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）

予定数量2,066,700件
予定額（税抜額）25,296,408円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

柔道整復施術療養費支給申請
書の磁気媒体化等業務（第7ブ
ロック）（京都、兵庫、和歌山）

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

株式会社コンピュータービジネス
東京都品川区東五反田1-11-15

柔道整復施術療養費支給申請
書の磁気媒体化等業務（第8ブ
ロック）（大阪）

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

シティコンピュータ株式会社
和歌山市北出島12-8シティビル

柔道整復施術療養費支給申請
書の磁気媒体化等業務（第9ブ
ロック）（鳥取、島根、岡山、広
島、山口、徳島、香川、愛媛、高
知）

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

シティコンピュータ株式会社
和歌山市北出島12-8シティビル

　＠13.85円
（税抜額）

　＠10.45円
（税抜額）

　＠12.24円
（税抜額）

予定数量1,321,200件
予定額（税抜額）18,298,620円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）

予定数量2,463,200件
予定額（税抜額）25,740,440円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）

予定数量1,404,900件
予定額（税抜額）17,195,976円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

柔道整復施術療養費支給申請
書の磁気媒体化等業務（第10ブ
ロック）（福岡）

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

株式会社コンピュータービジネス
東京都品川区東五反田1-11-15

柔道整復施術療養費支給申請
書の磁気媒体化等業務（第11ブ
ロック）（佐賀、長崎、熊本、大
分、宮崎、鹿児島、沖縄）

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

株式会社コンピュータービジネス
東京都品川区東五反田1-11-15

ＧＩＳ（地理空間システム）保守サ
ポートに関する業務委託　一式

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

株式会社エヌ・ティ・ティ・データＣＣＳ
東京都品川区東品川4-12-1

　＠12.24円
（税抜額）

　＠12.24円
（税抜額）

3,500,000円
（税抜額）

※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）

予定数量1,052,600件
予定額（税抜額）12,883,824円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）

予定数量1,371,100枚
予定額（税抜額）16,782,264円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

「2019年度　船員保険に関する
周知用チラシ」制作等業務委託

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

ニホン美術印刷株式会社
大垣市西外側町2-15

高額療養費関連リーフレット3点
の作成業務委託

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

不二オフセット株式会社
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原
5-7

①＠2.21円
②@2.64円
③＠3.60円

（すべて税抜額）

　＠9.70円
（税抜額）

予定数量8,590部Ｘ12カ月分
予定額（税抜額）999,876円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）

予定数量
①「限度額認定証をご利用ください」　1,278,000
部
②「限度額適用認定証の交付を受けられた方
へ」　202,500部
③「高額療養費制度をご存知ですか？」
163,500部
予定額（税抜額）3,947,580円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

全国健康保険協会本部職員に
係る健康診断実施機関の調達

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

医療法人社団　同友会
東京都文京区小石川1-12-16

①＠8,000円
②（ア）＠1,000円
（イ）＠1,000円
（ウ）＠200円
（エ）＠500円

（オ）＠1,000円
（カ）＠1,000円
（キ）＠500円
（ク）＠1,000円
③＠8,000円

④（ア）＠500円
（イ）@1,000円
（ウ）＠1,300円
（全て税抜額）

予定数量
①一般定期健康診断一次検査　70人
②一般定期健康診断二次検査
（ア）胸部エックス線検査　1人
（イ）喀痰検査　1人
（ウ）尿検査　1人
（エ）貧血検査　1人
（オ）肝機能検査　1人
（カ）血中脂質検査　1人
（キ）血糖検査　1人
（ク）心電図検査　1人
③雇入時健康診断　7人
④ＶＤＴ健康診断
（ア）問診　90人
（イ）眼科学的検査　90人
（ウ）筋骨格系に関する検査　90人
予定額（税抜額）874,200円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

特定健診受診案内の動画広告
企画制作・配信業務委託（平成
31年度分）

H31.4.1
一般競争入札
（総合評価）

R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

株式会社文化工房
東京都港区六本木5-10-31

バックアップメディアの集配業務
委託

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

株式会社ワンビシアーカイブズ
東京都港区虎ノ門4-1-28

任意継続ご加入者のしおり（小
冊子）作成業務委託

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.13
全国健康保険協
会の指定する場
所

大村印刷株式会社
山口県防府市西仁井令1-21-55

　①＠219,200円
②＠400円

（全て税抜額）

③770,000円
（税込額）

①動画内容の企画・制作　一式
②動画媒体作成　10枚
③動画広告配信　一式
④その他業務　一式

予定数量　55包（1,000部/一包）
予定額（税抜額）577,500円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）

予定数量
①集配業務　予定回数　12回
②運搬用ケース使用料　予定数量29個
予定額（税抜額）2,642,000円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）

　＠10,500円
（税抜額）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

健康保険任意継続被保険者保
険料預金口座振替依頼書・自動
振込利用申込書作成業務委託

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

浦商印刷株式会社
東京都文京区白山1-5-1

健康保険高齢受給者証他5点の
作成業務委託

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

浦商印刷株式会社
東京都文京区白山1-5-1

予定数量　1,743冊
予定額（税抜額）759,948円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）

予定数量
①健康保険高齢受給者証（単票）　29,000枚
②健康保険特定疾病療養受療証（単票）
12,300枚
③健康保険限度額適用・標準負担額減額認定
証（単票）　42,000枚
④健康保険限度額適用認定証（単票）　123,000
枚
⑤日雇特例被保険者受給資格者票（1年）（単
票）　10,200枚
⑥日雇特例被保険者特別療養費受給票（単票）
5,050枚
予定額（税抜額）549,880円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）

①＠2.20円
②＠4.10円
③＠1.50円
④＠1.50円
⑤＠13.00円
⑥＠11.00円

（全て税抜額）

　＠436円
（税抜額）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

健康保険関連帳票等の作成業
務委託

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

株式会社　ハップ
東京都江戸川松江1-11-3

予定数量
①健康保険被保険者証再交付申請書　442包
②健康保険高齢受給者証再交付申請書　194包
③健康保険任意継続被保険者被扶養者（異動）
届　261包
④健康保険任意継続被保険者氏名・住所・性
別・生年月日・電話番号変更（訂正）届　163包
⑤健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
1,134包
⑥健康保険任意継続被保険者資格喪失届　384
包
⑦健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
31,900セット
⑧健康保険限度額適用・標準負担減額認定申
請書　248包
⑨健康保険限度額適用認定申請書
633包
⑩健康保険被保険者・家族療養費支給申請書
（立替払等）　354包
⑪健康保険被保険者・家族療養費支給申請書
（治療用装具）　458包
⑫健康保険被保険者・家族海外療養費支給申
請書　63包
⑬健康保険傷病手当金支給申請書　889包
⑭健康保険出産手当金支給申請書　330包

①＠3,050円
②＠3,650円
③＠3,390円
④＠3,850円
⑤＠3,000円
⑥＠3,150円
⑦＠12.50円
⑧＠6,300円
⑨＠5,500円
⑩＠6,300円
⑪＠6,200円
⑫＠9,680円
⑬＠8,200円
⑭＠8,800円
⑮＠6,950円
⑯＠6,000円
⑰＠7,380円
⑱＠6,800円
⑲＠5,800円
⑳840,000円

（全て税抜額）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

（前項の続き）

健保・保健業務用手封入用封筒
（汎用）の作成業務委託

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.13
全国健康保険協
会の指定する場
所

大村印刷株式会社
山口県防府市西仁井令1-21-55

　＠7,200円
（税抜額）

予定数量　2,491箱
予定額（税抜額）17,935,200円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）

⑮健康保険埋葬料（費）支給申請書　190包
⑯健康保険高額療養費支給申請書（入院・通
院）　708包
⑰健康保険被保険者・家族出産育児一時金支
給申請書　145包
⑱健康保険被保険者・家族出産育児一時金支
給申請書（内払・差額申請用）　221包
⑲健康保険負傷原因届　435包
⑳28種類の帳票等のデータ作成・修正業務　一
式
予定額（税抜額）41,000,630円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

海外療養費等の審査に係る翻訳
業務およびレセプト作成業務委
託

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

株式会社メディブレーン
大阪府大阪市中央区徳井町2-4-14

2020年卒向け新卒採用（平成32
年4月採用）における募集広告及
び採用管理システムの調達（平
成31年度分）　一式

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

株式会社マイナビ
東京都千代田区一ツ橋1-1-1

54,000円
（税込額）

①＠4,850円
②＠2,000円
③＠900円
④＠800円

（全て税抜額）

予定数量
①日本語訳　4,500件
②レセプト作成　9,000件
③外国語訳　20件
④日本語訳　20件
予定額（税抜額）39,859,000円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

自動車運転業務に関する労働者
派遣

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

株式会社トーケイ
東京都中央区日本橋富沢町5-4ゲンベ
エビル

平成31年度保健指導用パンフ
レット等の梱包・発送業務委託一
式

H31.4.2 一般競争入札 R1.9.13
全国健康保険協
会の指定する場
所

株式会社プリント・キャリー
東大阪市荒本北2-6-21

1,782,000円
（税込額）

就業時間労働
1時間につき　2,050円

就業時間外労働
1時間につき　2,562円

（全て税抜額）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

特定個人情報等の保管及び管
理等に関する業務委託（平成31
年度分）

H31.4.1 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

東武デリバリー株式会社
埼玉県さいたま市緑区大門2500番地

全国健康保険協会ＬＡＮ環境及
び端末等提供業務　一式

H31.4.4
一般競争入札
（総合評価）

R2.1.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

株式会社　文祥堂
東京都中央区銀座3-4-12

全国健康保険協会ＬＡＮ環境及
び端末等の賃貸借

H31.4.4
一般競争入札
（総合評価）

R4.12.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

株式会社　文祥堂
東京都中央区銀座3-4-12

①@80円
②@50円
③@50円
④@100円
⑤@50円
⑥@50円
⑦@100円
⑧@270円
⑨@50円

（全て税抜額）

4,579,199,792円
（税抜額）

3,169,363,380円
（税抜額）

予定数量
①移送費　2,000箱
②保管料（当初保管分）　24,000箱
③新規入庫料　12箱
④配送料（新規入庫）　12箱
⑤保管料（追加分）　78箱
⑥入出庫料　12箱
⑦配送料（入出庫）　12箱
⑧保管箱購入費用　12箱
⑨閲覧料　12箱
予定額（税抜額）1,371,340円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）

※複数年契約のため、税抜額を記載している。
（税率変更の可能性があるため）

※複数年契約のため、税抜額を記載している。
（税率変更の可能性があるため）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

平成31年度紙レセプトのデータ
化業務委託

H31.4.9 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

株式会社徳島データサービス
徳島県徳島市沖浜東3-46

船員保険における柔道整復施術
療養費支給申請書の電子媒体
化等業務

H31.4.12 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

株式会社日比谷情報サービス
東京都港区新橋5-14-6

什器の購入 H31.4.22 一般競争入札 R1.5.17
全国健康保険協
会の指定する場
所

株式会社文祥堂
東京都中央区銀座3-4-12

3,760,560円
（税込額）

　＠18.00円
（税抜額）

　＠88.19円
（税抜額）

予定数量　160,639件
予定額（税抜額）14,166,753円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）

予定数量　38,400件
予定額（税抜額）691,200円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）

①ＦＩＲＳＴ-Ｇ　ワークテーブルＤ700
ＧＴ-1270ナチュラル　22台
②ジョインテックス　フォールディングテーブル　Ｊ
ＴＮ-1860ＷＨ　45台
③ジョインテックス　幕版
ＪＴＮ-Ｐ18　25枚
④ＦＲＥＮＺ　事務用チェアメッシュバック（肘なし）
ＣＦ-2Ｍブラック　22脚
⑤ＦＲＥＮＺ　事務用チェア（ＣＦ-2Ｍ）用両肘セット
ＣＦ-Ｃ　22脚
⑥ＴＯＫＩＯ　ミーティングチェア
ＪＭＣ-2ブルー　116脚
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

次期業務・システム刷新に係る
調査及び計画等作成支援業務
委託　一式

H31.4.22
一般競争入札
（総合評価）

R2.9.30
全国健康保険協
会の指定する場
所

ＰｗＣコンサルティング合同会社
東京都千代田区丸の内2-6-1

給与所得者等に係る市民税・県
民税特別徴収税額の更新データ
作成等業務委託　一式

H31.4.25 一般競争入札 R1.6.28
全国健康保険協
会の指定する場
所

株式会社フルキャスト
東京都品川区西五反田8-9-5

全国健康保険協会で使用する帳
票の梱包・発送（配送）業務委託

H31.4.25 一般競争入札 R2.3.25
全国健康保険協
会の指定する場
所

協新流通デベロッパー株式会社
東京都江東区三好4-7-20

健康保険任意継続被保険者保
険料納付書及び一般納付書作
成業務委託

H31.4.26 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

トッパン・フォームズ株式会社
東京都港区東新橋1-7-3

①＠6.00円
②＠6.90円

（全て税抜額）

＠150円　他
（全て税抜額）

①300,000円
②@250円
（税抜額）

318,000,000円
（税抜額）

予定数量
①初期費用　一式
②データ作成等費用　5,000名
予定額（税込額）1,674,000円

予定数量
①梱包料　14,698箱
②運送料　＠560円他
予定額（税抜額）10,090,830円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）

予定数量
①健康保険任意継続被保険者保険料納付書
303,500枚
②一般納付書　261,000枚
予定額（税抜額）3,621,900円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）

※複数年契約のため、税抜額を記載している。
（税率変更の可能性があるため）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

間接業務システム及び船員保険
システムの基盤更改対応用ソフ
トウェアの購入

H31.4.26 一般競争入札 R1.5.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

NECネクサソリューションズ株式会社
東京都港区三田1-4-28

申請書様式変更に係る周知用
リーフレット作成業務委託

H31.4.26 一般競争入札 R1.5.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

大村印刷株式会社
山口県防府市西仁井令1-21-55

　＠2.62円
（税抜額）

3,337,848円
（税込額）

予定数量　462,145枚
予定額（税込額）1,307,684円

予定数量
①Ｏｆｆｉｃｅ　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ　2016　3ライセンス
②ＡｃｔｉｖｅＲｅｐｏｒｔｓ　ｆｏｒ．NET12.0J
コアサーバーライセンス（2コア）
9ライセンス
③ＡｃｔｉｖｅＲｅｐｏｒｔｓ　ｆｏｒ．NET　9.0J
コアサーバーライセンス（2コア）
12ライセンス
④SPREAD　ｆｏｒ　ASP．NET　10.0J
コアサーバーライセンス（2コア）
9ライセンス
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

平成31年度の健診結果に応じた
オーダーメイドの情報提供通知
等の送付業務委託

H31.4.26
一般競争入札
（総合評価）

R3.3.31
全国健康保険協
会の指定する場
所

ニッセイ情報テクノロジー株式会社
東京都大田区蒲田5-37-1

ジェネリック医薬品希望シール等の
作成業務委託

R1.5.8 一般競争入札 R1.5.31
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社トッパンインフォメディア
東京都港区芝浦3-19-26

7,377,523円
（税込額）

①＠75.00円
②@5.00円

③＠32.00円
④＠18.80円
⑤＠21.00円

⑥3,875,000円
⑦13,374,755円
（全て税抜額）

①ジェネリック医薬品希望シール（大サイズ）　223,700
枚
②ジェネリック医薬品希望シール（小サイズ）　445,400
枚
③ジェネリック医薬品Q&A　338,200冊

予定数量
①オーダーメイド通知作成　32,573件
②船員保険に関する広報チラシ作成
32,573件
③禁煙に関するリーフレット作成
14,000件
④送付用封筒の作成　32,573件
⑤封入封緘・発送作業　32,573件
⑥サポートデスクの設置　一式
⑥その他（効果測定、プログラム開発、報告書作
成等）一式
予定額（税抜額）21,600,000円
※複数年契約のため、税抜額を記載している。
（税率変更の可能性があるため）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

「メンタルヘルス講座」等の委託業務 R1.5.13 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協会
の指定する場所

一般社団法人　日本産業カウンセラー協会東
京支部
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-2-12　菱化代々木
ビル4階

一般事務（窓口対応含む）に関する
労働者派遣

R1.5.14 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社　ブレイブ
東京都新宿区西新宿1-25-1
新宿センタービル30階

職員採用における適性検査の調達
一式

R1.5.17 一般競争入札 R1.9.30
全国健康保険協会
の指定する場所

エン・ジャパン株式会社
東京都新宿区西新宿6-5-1

就業時間労働
1時間につき　1,490円

就業時間外労働
1時間につき　1,862円

（全て税抜額）

①＠85,000円
②③＠85,000円
（全て税抜額）

2,280,960円
（税込額）

予定数量
①船員養成機関の学生に向けたメンタルヘルスに関
する講座　8回
②メンタルヘルスセルフケア講座（船員向け）
③メンタルヘルスセルフケア講座（館r監督者向け）
②③合計15回
予定額（税抜額）1,955,000円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、税抜額
を記載している。（税率変更の可能性があるため）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

平成31（2019）年度船員保険ジェネ
リック医薬品軽減額通知サービス等
業務

R1.5.23 一般競争入札 R2.8.31
全国健康保険協会
の指定する場所

日本システム技術株式会社
大阪府大阪市北区中之島2-3-18

①＠4.00円
②＠7.00円
③＠15.00円
④＠5.50円
⑤＠5.00円
⑥＠17.00円
⑦＠30,000円
⑧2,221,200円
（全て税抜額）

予定数量
① レセプトデータのコード化（通知書データ生成及び効
果測定データ化）　420,000件
② 通知書作成　30,000件
③ 案内リーフレット作成（デザイン、版作成費等含む）
30,000件
④ ジェネリック医薬品希望シール作成　65,000件
⑤ 封筒作成　30,000件
⑥ 封入封緘　30,000件
⑦ ジェネリック医薬品の使用率算出　12か月
⑧ その他（報告書・設備・プログラム開発等）　一式
予定額（税抜額）5,938,700円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、税抜額
を記載している。（税率変更の可能性があるため）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

全国健康保険協会LAN環境及び端
末等の賃貸借　一式

H26.3.6
⇒変更契約

H26.12.3
⇒変更契約

H27.4.10
⇒変更契約

H27.5.1
⇒変更契約

H27.6.17
⇒変更契約

H27.7.10
⇒変更契約

H27.9.28
⇒変更契約

H27.11.5
⇒変更契約

H28.4.1
⇒変更契約

H28.5.27

一般競争入札
（総合評価）

R1.12.31
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社文祥堂
東京都中央区銀座3-4-12

（変更前）
8,939,070,168円

（H26.12.3変更後）
8,971,500,168円

（H27.4.10変更後）
8,834,759,688円
（H27.5.1変更後）
8,841,946,728円

（H27.6.17変更後）
8,843,645,568円

（H27.7.10変更後）
8,845,495,768円

（H27.9.28変更後）
8,845,577,368円

（H27.11.5変更後）
8,849,543,918円
（H28.4.1変更後）
9,779,051,463円

（H28.5.27変更後）
9,902,042,102円

複数年契約のため、税抜額を記載している。（税率変
更の可能性があるため）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

（前項の続き） ⇒変更契約
H28.6.23

⇒変更契約
Ｈ28.9.13

⇒変更契約
Ｈ28.11.1

⇒変更契約
Ｈ28.12.22

⇒変更契約
Ｈ29.1.19

⇒変更契約
H29.3.31

⇒変更契約
H29.4.26

⇒変更契約
H29.6.27

⇒変更契約
H29.9.29

⇒変更契約
H29.12.27

⇒変更契約
H30.2.28

⇒変更契約
H30.3.27

⇒変更契約

（前項の続き） H30.6.6
⇒変更契約

H30.6.22
⇒変更契約

H30.9.10
⇒変更契約

H31.3.26
⇒変更契約

Ｒ1.5.30

（30.6.6変更後）
10,043,621,437円
（30.6.22変更後）
10,043,094,377円
（30.9.10変更後）
10,047,883,615円
（31.3.26変更後）
10,049,344,195円
（1.5.30変更後）

10,051,249,714円
(すべて税抜額)

（H28.6.23変更後）
9,904,238,102円

（Ｈ28.9.13変更後）
9,904,284,902円

（Ｈ28.11.1変更後）
9,904,307,953円

（Ｈ28.12.22変更後）
9,966,703,921円

（Ｈ29.1.19変更後）
9,966,722,421円

(H29.3.31変更後）
9,966,722,421円

（H29.4.26変更後）
9,961,310,215円

（H29.6.27変更後）
9,963,506,215円

（H29.9.29変更後）
9,971,749,359円

（H29.12.27変更後)
10,041,239,997円
（H30.2.28変更後)
10,040,876,557円
（30.3.27変更後）
10,041,425,437円
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

全国健康保険協会支給通知書及び
保険料納付書等作成発送委託業務
東日本分　一式

Ｈ26.6.25
⇒変更契約

Ｈ27.1.30
⇒変更契約

Ｈ27.3.27
⇒変更契約

Ｈ27.4.30
⇒変更契約

H27.8.7
⇒変更契約
H27.10.27

⇒変更契約
H30.10.16

⇒変更契約
H31.2.27

⇒変更契約
Ｒ1.5.31

一般競争入札
（総合評価）

H31(2019).5.31
（変更後）
Ｒ1.10.31

全国健康保険協会
の指定する場所

大日本印刷株式会社
東京都新宿区市谷加賀町1-1-1

（変更前）
1.77,495,400円

2.＠8円　他68項目
（Ｈ27.1.30変更後）

1.82,189,900円
2.同上

（Ｈ27.3.27変更後）
1及び2　同上
3.15,428,750円

（Ｈ27.4.30変更後）
1.同上

2.⑯16.00円、㉒＠3円
3.①15,428,750円
②18,735,500円

（H27.8.7変更後）
1、2及び3同上
4.130,000円

予定数量
（変更前）
1.初期構築費用　一式
2.限度額適用認定証
1,727,700件　他68項目
（Ｈ27.3.27変更後）
1及び2　同上
3.業務・システム刷新のサービスイン延期に伴う追加
費用　一式
（Ｈ27.4.30変更後）
1.同上
2.㉒加入者周知用案内　455,000件　他従前より変更無
し
3.業務・システム刷新サービスイン延期に伴う追加費
用
①平成27年1月26日～平成27年3月31日にかかる費用
一式
②平成27年4月1日～平成27年6月30日にかかる費用
一式
（H27.8.7変更後）
1,2及び3同上
4.集約キーのコード体系変更にかかる費用一式
（H27.10.27変更後）
1,2,3及び4同上
5.帳票にかかる編集仕様および帳票仕様の変更にか
かる費用一式
（Ｈ30.10.16変更後）
6.元号改正対応に伴う追加費用に係る費用一式
①調査・資料作成・要件確認及び定義・基本設計・開
発・テスト・検証・本番移行一式
②OVL修正　予定数量　59版
③版下修正　予定数量　29点
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

（前項の続き） （H27.10.27変更契約）
1,2,3及び4同上

5.288,750円
（H30.10.16変更後）
1,2,3,4及び5同上
6.①1,540,000円
②＠15,000円
③＠20,000円

（Ｈ31.2.27変更後）
1,2,3,4,5及び6同上
7.　①460,000円
②1,630,000円

8.　①393,750円
（Ｒ1.5.31変更後）

予定数量のみ変更
（全て税抜額）

（Ｈ31.2.27変更後）
7.「第3期特定健診等実施計画期間における制度改正
に伴うシステム改修(Ｐｈ３)」において実施するＩＦファイ
ル変更対応に係る納入成果物
①特定保健指導利用券（制度改正関連）　一式
460,000円
②保健指導案内文書（支部要望関連）　一式
1,630,000円
8.印刷データ送信用のディレクトリ構成変更の対応に
係る納入成果物　一式　393,750円

予定額（税込額）
（変更前）537,560,928円
（Ｈ27.1.30変更後）542,630,988円
（Ｈ27.3.27変更後）559,294,038円
（Ｈ27.4.30変更後）581,985,378円
（H27.8.7変更後）582,125,778円
（H27.10.27変更後）582,437,628円
（Ｈ30.10.16変更後）585,683,028円
（Ｈ31.2.27変更後）588,365,478円
（Ｒ1.5.31変更後）657,930,104円
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

全国健康保険協会支給通知書及び
保険料納付書作成発送委託業務
西日本分　一式

Ｈ26.6.25
⇒変更契約

Ｈ27.1.30
⇒変更契約

Ｈ27.3.27
⇒変更契約

Ｈ27.4.30
⇒変更契約

H27.8.7
⇒変更契約
H27.10.27

⇒変更契約
H30.10.16

⇒変更契約
H31.2.27

⇒変更契約
Ｒ1.5.31

一般競争入札
（総合評価）

H31(2019).5.31
（変更後）
Ｒ1.10.31

全国健康保険協会
の指定する場所

大日本印刷株式会社
東京都新宿区市谷加賀町1-1-1

（変更前）
1.77,495,400円

2.＠8円　他68項目
（Ｈ27.1.30変更後）

1.82,189,900円
2.同上

（Ｈ27.3.27変更後）
1及び2　同上
3.15,428,750円

（Ｈ27.4.30変更後）
1.同上

2.⑯16.00円、㉒＠3円
3.①15,428,750円
②18,735,500円

（H27.8.7変更後）
1、2及び3同上
4.　130,000円

予定数量
（変更前）
1.初期構築費用　一式
2.限度額適用認定証
1,727,700件　他68項目
（Ｈ27.3.27変更後）
1及び2　同上
3.業務・システム刷新のサービスイン延期に伴う追加
費用　一式
（Ｈ27.4.30変更後）
1.同上
2.㉒加入者周知用案内　455,000件　他従前より変更無
し
3.業務・システム刷新サービスイン延期に伴う追加費
用
①平成27年1月26日～平成27年3月31日にかかる費用
一式
②平成27年4月1日～平成27年6月30日にかかる費用
一式
（H27.8.7変更後）
1,2及び3同上
4.集約キーのコード体系変更にかかる費用一式
（H27.10.27変更後）
1,2,3及び4同上
5.帳票にかかる編集仕様および帳票仕様の変更にか
かる費用一式
（Ｈ30.10.16変更後）
6.元号改正対応に伴う追加費用に係る費用一式
①調査・資料作成・要件確認及び定義・基本設計・開
発・テスト・検証・本番移行一式
②OVL修正　予定数量　59版
③版下修正　予定数量　29点
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

（前項の続き） （H27.10.27変更契約）
1,2,3及び4同上

5.288,750円
（H30.10.16変更後）
1,2,3,4及び5同上
6.①1,540,000円
②＠15,000円
③＠20,000円

（Ｈ31.2.27変更後）
1,2,3,4,5及び6同上
7.　①460,000円
②1,630,000円

8.　①393,750円
（Ｒ1.5.31変更後）

予定数量のみ変更
（全て税抜額）

（Ｈ31.2.27変更後）
7.「第3期特定健診等実施計画期間における制度改正
に伴うシステム改修(Ｐｈ３)」において実施するＩＦファイ
ル変更対応に係る納入成果物
①特定保健指導利用券（制度改正関連）　一式
460,000円
②保健指導案内文書（支部要望関連）　一式
1,630,000円
8.印刷データ送信用のディレクトリ構成変更の対応に
係る納入成果物　一式　393,750円

予定額（税込額）
（変更前）537,560,928円
（Ｈ27.1.30変更後）542,630,988円
（Ｈ27.3.27変更後）559,294,038円
（Ｈ27.4.30変更後）581,985,378円
（H27.8.7変更後）582,125,778円
（H27.10.27変更後）582,437,628円
（Ｈ30.10.16変更後）585,683,028円
（Ｈ31.2.27変更後）588,365,478円
（Ｒ1.5.31変更後）657,930,104円
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

全国健康保険協会申請書データエン
トリー委託業務　東日本分　一式

H26.7.10
⇒変更契約
H26.10.31

⇒変更契約
H27.3.24

⇒変更契約
H27.4.30

⇒変更契約
H27.6.23

⇒変更契約
Ｈ31.2.27

⇒変更契約
Ｒ1.5.31

一般競争入札
（総合評価）

Ｈ31.5.31
（変更後）
Ｒ1.10.31

全国健康保険協会
の指定する場所

トランス・コスモス株式会社
東京都渋谷区渋谷3-25-18

予定数量
（変更前）
1.初期構築費用一式
2.①健康保険傷病手当金支給申請書　2,142,400件
②健康保険出産手当金支給申請書　247,520件
③健康保険出産育児一時金支給申請書　287,040件
④健康保険埋葬料（費）支給申請書　108,160件
（H27.3.24変更契約）
1.初期構築費用一式
2.①健康保険傷病手当金支給申請書　20,600,000件
②健康保険出産手当金支給申請書　238,000件
③健康保険出産育児一時金支給申請書　276,000件
④健康保険埋葬料（費）支給申請書　104,000件
3.業務・システム刷新のサービスイン延期に伴う追加
費用一式

(変更前）
1.46,328,000円
2.①＠515円
　②＠255円
　③＠180円
　④＠170円

（H26.10.31変更後）
1.46,057,600円

2.同上
（H27.3.24変更後）

1.同上
2.同上

3.53,631,000円
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

（前項の続き）

（前項の続き） 予定額（税込額）
（変更前）
1,385,462,880円
（H26.10.31変更後）
1,385,170,848円
（H27.3.24変更後）
1,391,729,688円
（H27.4.30変更後）
1,388,750,261円
（H27.6.23変更後）
1,389,044,437円
（Ｒ1.5.31変更後）
1,582,433,392円

（H27.4.30変更後）
1.同上
2.同上

3.①53,631,000円
　②68,578,272円
（H27.6.23変更後）

1.同上
2.同上

3.①同上
　②65,608,422円
（Ｒ1.5.31変更後）

1.2.3.同上
（全て税抜額）

（H27.4.30変更契約）
1.初期構築費用一式
2.①健康保険傷病手当金支給申請書
1,936,400件
②健康保険出産手当金支給申請書
223,720件
③健康保険出産育児一時金支給申請書　259,440件
④健康保険埋葬料（費）支給申請書　97,760件
3.業務・システム刷新のサービスイン延期に伴う追加
費用①②一式
（H27.6.23変更契約）
1.初期構築費用一式
2.①健康保険傷病手当金支給申請書　1,942,018件
②健康保険出産手当金支給申請書　224,369件
③健康保険出産育児一時金支給申請書　260,192件
④健康保険埋葬料（費）支給申請書　98,043件
3.業務・システム刷新のサービスイン延期に伴う追加
費用①②一式
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

全国健康保険協会申請書データエン
トリー委託業務　西日本分　一式

H26.7.10
⇒変更契約

H27.3.24
⇒変更契約

H27.4.30
⇒変更契約

H27.6.23
⇒変更契約

Ｒ1.5.31

一般競争入札
（総合評価）

Ｈ31.5.31
（変更後）
Ｒ1.10.31

全国健康保険協会
の指定する場所

トランス・コスモス株式会社
東京都渋谷区渋谷3-25-18

予定数量
（変更前）
1.初期構築費用一式
2.①健康保険傷病手当金支給申請書　2,142,400件
②健康保険出産手当金支給申請書　247,520件
③健康保険出産育児一時金支給申請書　287,040件
④健康保険埋葬料（費）支給申請書　108,160件

（H27.3.24変更契約）
1.初期構築費用一式
2.①健康保険傷病手当金支給申請書　20,600,000件
②健康保険出産手当金支給申請書　238,000件
③健康保険出産育児一時金支給申請書 276,000件

(変更前）
1.46,328,000円
2.①＠515円
　②＠255円
　③＠180円
　④＠170円

（H27.3.24変更後）
1.同上
2.同上

3.53,631,000円
（H27.4.30変更後）

1.同上
2.同上

3.①53,631,000円
　②68,578,272円
（H27.6.23変更後）

1.同上
2.同上

3.①同上
　②65,608,422円
（Ｒ1.5.31変更後）

1.2.3.同上
（全て税抜額）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

（前項の続き）

（前項の続き） 予定額（税込額）
（変更前）
1,385,462,880円
（H27.3.24変更後）
1,392,021,720円
（H27.4.30変更後）
1,389,042,293円
（H27.6.23変更後）
1,389,336,469円
（Ｒ1.5.31変更後）
1,578,404,306円

④健康保険埋葬料（費）支給申請書　104,000件
3.業務・システム刷新のサービスイン延期に伴う追加
費用一式

（H27.4.30変更契約）
1.初期構築費用一式
2.①健康保険傷病手当金支給申請書
1,936,400件
②健康保険出産手当金支給申請書
223,720件
③健康保険出産育児一時金支給申請書　259,440件
④健康保険埋葬料（費）支給申請書　97,760件
3.業務・システム刷新のサービスイン延期に伴う追加
費用①②一式
（H27.6.23変更契約）
1.初期構築費用一式
2.①健康保険傷病手当金支給申請書　1,942,018件
②健康保険出産手当金支給申請書　224,369件
③健康保険出産育児一時金支給申請書　260,192件
④健康保険埋葬料（費）支給申請書　98,043件
3.業務・システム刷新のサービスイン延期に伴う追加
費用①②一式
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

全国健康保険協会 申請書データエ
ントリー委託業務　（東日本分）一式 R1.5.31

一般競争入札
（総合評価）

R4.12.31
全国健康保険協会
の指定する場所

トランス・コスモス株式会社
東京都渋谷区渋谷3-25-18

１．一式
73,760,190円

２．（1）
①＠515円
②＠253円
③＠184円
④＠173円

２．（２）
①＠511円
②＠249円
③＠183円
④＠172円
⑤＠216円
⑥＠225円
⑦＠304円
⑧＠238円
⑨＠163円
⑩＠259円
⑪＠134円

（全て税抜額）

予定数量
１．初期構築費用　一式
２．データエントリー業務
　（１）2020年1月31日まで
　　　①傷病手当金194,790件
　　　②出産手当金31,605件
　　　③出産育児一時金（本人／家族）
　　　　14,835件
　　　④埋葬料（本人／家族）7,740件

　（２）2020年2月1日以降
　　　①傷病手当金2,272,550件
　　　②出産手当金368,725件
　　　③出産育児一時金（本人／家族）
　　　　　173,075件
　　　④埋葬料（本人／家族）90,300件
　　　⑤療養費（立替払）（本人／家族）
　　　　　580,070件
　　　⑥療養費（治療用装具）（本人／家
　　　　　族）759,810件
　　　⑦高額療養費1,631,320件
　　　⑧高額療養費（ターンアラウンド分）
　　　　　702,620件
　　　⑨療養費（立替払）（本人／家族）
　　　　（保険者間調整分）163,400件
　　　⑩高額療養費（保険者間調整分）
　　　　　8,170件
　　　⑪出産育児一時金（本人／家族）
　　　　（保険者間調整分）817件
予定額（税抜額）　2,474,688,583円
※R1.10以降に納品を予定しているため、税抜額を記
載している。（税率変更の可能性があるため）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

全国健康保険協会 申請書データエ
ントリー委託業務　（西日本分）一式 R1.5.31

一般競争入札
（総合評価）

R4.12.31
全国健康保険協会
の指定する場所

トランス・コスモス株式会社
東京都渋谷区渋谷3-25-18

予定数量
１．初期構築費用　一式
２．データエントリー業務
　（１）2020年1月31日まで
　　　①傷病手当金194,790件
　　　②出産手当金31,605件
　　　③出産育児一時金（本人／家族）
　　　　14,835件
　　　④埋葬料（本人／家族）7,740件

　（２）2020年2月1日以降
　　　①傷病手当金2,272,550件
　　　②出産手当金368,725件
　　　③出産育児一時金（本人／家族）
　　　　　173,075件
　　　④埋葬料（本人／家族）90,300件
　　　⑤療養費（立替払）（本人／家族）
　　　　　580,070件
　　　⑥療養費（治療用装具）（本人／家
　　　　　族）759,810件
　　　⑦高額療養費1,631,320件
　　　⑧高額療養費（ターンアラウンド分）
　　　　　702,620件
　　　⑨療養費（立替払）（本人／家族）
　　　　（保険者間調整分）163,400件
　　　⑩高額療養費（保険者間調整分）
　　　　　8,170件
　　　⑪出産育児一時金（本人／家族）
　　　　（保険者間調整分）817件
予定額（税抜額）2,474,688,583円
※R1.10以降に納品を予定しているため、税抜額を記
載している。（税率変更の可能性があるため）

１．一式
73,760,190円

２．（1）
①＠515円
②＠253円
③＠184円
④＠173円

２．（２）
①＠511円
②＠249円
③＠183円
④＠172円
⑤＠216円
⑥＠225円
⑦＠304円
⑧＠238円
⑨＠163円
⑩＠259円
⑪＠134円

（全て税抜額）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

カードプリンター等消耗品の調達 R1.6.4 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協会
の指定する場所

デュプロ株式会社
東京都千代田区神田紺屋町７

一般事務に関する労働者派遣 R1.6.13 一般競争入札 R1.11.19
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社　ネオキャリア
東京都新宿区西新宿1-22-2

（1） ＠3.00円 （1） 限度額適用認定証 1,784,500件

（2） ＠5.00円 （2） 被保険者証返納催告状 934,800件

（3） ＠100.00円 （3） 資格喪失通知書(法定満了) 163,400件

（4） ＠1.00円 （4） 支給決定通知書(健康保険給付) 6,672,200件

（5） ＠1.00円 （5） 支給決定通知書(出産育児一時金) 543,100件

（6） ＠1.00円 （6） 不支給通知書 85,400件

（7） ＠38.00円 （7）
出産育児一時金内払金支払依頼
書・差額申請書

62,100件

予定数量
①インクリボン（単色リボン黒）（型番：RCT023）85巻
②クリーニングキット（型番：ACLCX)44セット
③インクカートリッジ（赤）（型番：OAD0610Rもしくは
3662704）195個
予定額（税抜額）2,079,870円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、税抜額
を記載している。（税率変更の可能性があるため）

就業時間労働
1時間につき　1,195円

就業時間外労働
1時間につき　1,493円

（全て税抜額）

①@5,200円
②@5,980円
③@7,050円
（税抜額）

1.初期構築費用　一式 予定数量

60,455,600円 1.初期構築費用　一式

2.封入封緘費用（対象送付単位） 2.封入封緘費用（対象送付単位）

株式会社DNPデータテクノ
東京都新宿区市谷加賀町1-1-1

全国健康保険協会
の指定する場所

R4.12.31
一般競争入札
（総合評価）

R1.6.19
全国健康保険協会　支給決定通知
書及び保険料納付書等　作成発送
委託業務（東日本分）一式
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

（前項の続き） （8） ＠40.00円 （8）
療養の給付等の不支給について／
内訳書

232,800件

（9） ＠14.00円 （9） 返納金納付催告書 232,800件

（10） ＠14.00円 （10） 求償決定通知書(平成32(2020)年2月～) 93,100件

（11） ＠12.00円 （11） 保健指導案内文書 338,900件

（12） ＠4.00円 （12）
保健指導支援文書、保健指導中断
のお知らせ

360,500件

（13） ＠3.00円 （13） 保険料納付書 2,527,000件

（14） ＠4.00円 （14） 口座振替不能のお知らせ 10,300件

（15） ＠6.00円 （15） 資格喪失通知書(保険料未納) 174,200件

（16） ＠6.00円 （16） 資格取得取消通知書 28,900件

（17） ＠4.00円 （17） 支給決定通知書(柔整) 1,121,000件

（18） ＠5.00円 （18） 施術内容確認書(柔整) 570,000件

（19） ＠35.00円 （19） 高額療養費のお知らせ／申請書 760,000件

（20） ＠9.00円 （20）
特定保健指導利用券送付案内・利
用券

139,400件

（21） ＠5.00円 （21）
診療報酬明細書について(医療機関
照会)

1,681,500件

（22） ＠4.00円 （22） 負傷原因の照会について(照会) 323,000件

（23） ＠4.00円 （23） 負傷原因の照会について(再照会) 159,600件

（1） ＠9.00円 （1） 限度額適用認定証兼送付書 1,784,500枚

（2） ＠9.00円 （2） 被保険者証返納催告状 934,800枚

（3） ＠36.00円 （3） 資格喪失通知書(法定満了) 163,400枚

（4） ＠6.00円 （4） 支給決定通知書(健康保険給付) 6,672,200枚

3.帳票等印刷費用 3.帳票等印刷費用
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

（前項の続き） （5） ＠6.00円 （5） 支給決定通知書(出産育児一時金) 543,100枚

（6） ＠6.00円 （6） 不支給通知書 85,400枚

（7） ＠10.00円 （7） 支給決定通知(出産育児一時金) 62,100枚

（8） ＠10.00円 （8）
出産育児一時金内払金支払依頼
書・差額申請書

62,100枚

（9） ＠19.00円 （9） 療養の給付等の不支給について 232,800枚

（10） ＠19.00円 （10）
内訳書(療養の給付等の不支給につ
いて)

232,800枚

（11） ＠29.00円 （11）
一般納付書(療養の給付等の不支給
について)

232,800枚

（12） ＠20.00円 （12） 返納金納付催告書 232,800枚

（13） ＠22.00円 （13） 一般納付書(返納金納付催告書) 232,800枚

（14） ＠20.00円 （14） 求償決定通知書(平成32(2020)年2月～) 93,100枚

（15） ＠22.00円 （15）
一般納付書(求償決定通知書(平成
32(2020)年2月～))

93,100枚

（16） ＠12.00円 （16） 保健指導のご案内 338,900枚

（17） ＠17.00円 （17） 保健指導階層化通知被保険者 978,500枚

（18） ＠9.00円 （18） 保健指導支援文書 291,400枚

（19） ＠12.00円 （19） 保健指導中断のお知らせ 69,100枚

（20） ＠3.00円 （20）
健康保険任意継続被保険者保険料
納付書

2,527,000枚

（21） ＠9.00円 （21）
健康保険任意継続被保険者保険料
口座振替不能のお知らせ

10,300枚

（22） ＠9.00円 （22） 資格喪失通知書(保険料未納) 174,200枚

（23） ＠9.00円 （23） 資格取得取消通知書 28,900枚

（24） ＠13.00円 （24） 支給決定通知書(柔整) 1,121,000枚

（25） ＠9.00円 （25） 施術内容確認書(柔整) 570,000枚
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

（前項の続き） （26） ＠10.00円 （26） 高額療養費のお知らせ 760,000枚

（27） ＠10.00円 （27） 高額療養費支給申請書 950,000枚

（28） ＠42.00円 （28） 特定保健指導利用券 139,400枚

（29） ＠9.00円 （29） 診療報酬明細書について(照会) 1,681,500枚

（30） ＠9.00円 （30） 診療報酬明細書について(回答) 1,681,500枚

（31） ＠9.00円 （31） 負傷原因の照会について(照会) 323,000枚

（32） ＠9.00円 （32） 負傷原因届(回答票) 646,000枚

（33） ＠9.00円 （33） 負傷原因の照会について(再照会) 159,600枚

（34） ＠9.00円 （34） 負傷原因届回答票(再照会) 319,200枚

（35） ＠2.00円 （35） 限度額適用認定証リーフレット 1,784,500枚

（36） ＠25.00円 （36） 遅延理由申出書 10,300枚

（37） ＠5.00円 （37） 保健指導案内事業所用パンフレット① 310,400枚

（38） ＠27.00円 （38） 保健指導案内事業所用パンフレット② 310,400枚

（39） ＠3.00円 （39） 保健指導受け入れ回答用紙 310,400枚

（40） ＠5.00円 （40） 生活習慣のおたずね 927,900枚

（41） ＠9.00円 （41） 特定保健指導パンフレット 209,000枚

（42） ＠12.00円 （42） 支援終了のお知らせ（パンフレット） 69,100枚

（43） ＠3.00円 （43） 納付書チラシ（毎月用） 411,700枚

（44） ＠4.00円 （44） 納付用チラシ（前納用） 110,900枚

（45） ＠9.00円 （45） 施術内容回答書（照会文書） 570,000枚

（46） ＠9.00円 （46） 人体図 570,000枚

（47） ＠3.00円 （47） 周知用案内文 570,000枚
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

（前項の続き） （48） ＠3.00円 （48） 返納金説明用チラシ 232,800枚

（49） ＠19.00円 （49）
保険者間調整案内文書（療養の給
付の不支給用）

77,600枚

（50） ＠20.00円 （50）
保険者間調整案内文書（返納金催
告用）

131,900枚

（51） ＠8.00円 （51） 特定保健指導利用案内パンフレット① 139,400枚

（52） ＠17.00円 （52） 特定保健指導利用案内パンフレット② 139,400枚

（53） ＠17.00円 （53） 特定保健指導実施機関一覧表 278,700枚

（54） ＠4.20円 （54） 封筒（長3） 12,033,200枚

（55） ＠16.00円 （55） 封筒（角2） 200,300枚

（56） ＠16.00円 （56） 封筒（特定保健指導利用券用） 69,700枚

（57） ＠5.00円 （57） 返信用封筒 4,921,400枚

（全て税抜額）

（1） ＠3.00円 （1） 限度額適用認定証 1,784,500件

（2） ＠5.00円 （2） 被保険者証返納催告状 934,800件

（3） ＠100.00円 （3） 資格喪失通知書(法定満了) 163,400件

（4） ＠1.00円 （4） 支給決定通知書(健康保険給付) 6,672,200件

（5） ＠1.00円 （5） 支給決定通知書(出産育児一時金) 543,100件

1.初期構築費用　一式 予定数量

60,455,600円 1.初期構築費用　一式

2.封入封緘費用（対象送付単位） 2.封入封緘費用（対象送付単位）

予定額（税抜額）　522,720,740円

※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、税抜額
を記載している。（税率変更の可能性があるため）

全国健康保険協会　支給決定通知
書及び保険料納付書等　作成発送
委託業務（西日本分）一式

株式会社DNPデータテクノ
東京都新宿区市谷加賀町1-1-1

全国健康保険協会
の指定する場所

R4.12.31
一般競争入札
（総合評価）

R1.6.19
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

（前項の続き） （6） ＠1.00円 （6） 不支給通知書 85,400件

（7） ＠38.00円 （7）
出産育児一時金内払金支払依頼
書・差額申請書

62,100件

（8） ＠40.00円 （8）
療養の給付等の不支給について／
内訳書

232,800件

（9） ＠14.00円 （9） 返納金納付催告書 232,800件

（10） ＠14.00円 （10） 求償決定通知書(平成32(2020)年2月～) 93,100件

（11） ＠12.00円 （11） 保健指導案内文書 338,900件

（12） ＠4.00円 （12）
保健指導支援文書、保健指導中断
のお知らせ

360,500件

（13） ＠3.00円 （13） 保険料納付書 2,527,000件

（14） ＠4.00円 （14） 口座振替不能のお知らせ 10,300件

（15） ＠6.00円 （15） 資格喪失通知書(保険料未納) 174,200件

（16） ＠6.00円 （16） 資格取得取消通知書 28,900件

（17） ＠4.00円 （17） 支給決定通知書(柔整) 1,121,000件

（18） ＠5.00円 （18） 施術内容確認書(柔整) 570,000件

（19） ＠35.00円 （19） 高額療養費のお知らせ／申請書 760,000件

（20） ＠9.00円 （20）
特定保健指導利用券送付案内・利
用券

139,400件

（21） ＠5.00円 （21）
診療報酬明細書について(医療機関
照会)

1,681,500件

（22） ＠4.00円 （22） 負傷原因の照会について(照会) 323,000件

（23） ＠4.00円 （23） 負傷原因の照会について(再照会) 159,600件

（1） ＠9.00円 （1） 限度額適用認定証兼送付書 1,784,500枚

（2） ＠9.00円 （2） 被保険者証返納催告状 934,800枚

3.帳票等印刷費用 3.帳票等印刷費用
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

（前項の続き） （3） ＠36.00円 （3） 資格喪失通知書(法定満了) 163,400枚

（4） ＠6.00円 （4） 支給決定通知書(健康保険給付) 6,672,200枚

（5） ＠6.00円 （5） 支給決定通知書(出産育児一時金) 543,100枚

（6） ＠6.00円 （6） 不支給通知書 85,400枚

（7） ＠10.00円 （7） 支給決定通知(出産育児一時金) 62,100枚

（8） ＠10.00円 （8）
出産育児一時金内払金支払依頼
書・差額申請書

62,100枚

（9） ＠19.00円 （9） 療養の給付等の不支給について 232,800枚

（10） ＠19.00円 （10）
内訳書(療養の給付等の不支給につ
いて)

232,800枚

（11） ＠29.00円 （11）
一般納付書(療養の給付等の不支給
について)

232,800枚

（12） ＠20.00円 （12） 返納金納付催告書 232,800枚

（13） ＠22.00円 （13） 一般納付書(返納金納付催告書) 232,800枚

（14） ＠20.00円 （14） 求償決定通知書(平成32(2020)年2月～) 93,100枚

（15） ＠22.00円 （15）
一般納付書(求償決定通知書(平成
32(2020)年2月～))

93,100枚

（16） ＠12.00円 （16） 保健指導のご案内 338,900枚

（17） ＠17.00円 （17） 保健指導階層化通知被保険者 978,500枚

（18） ＠9.00円 （18） 保健指導支援文書 291,400枚

（19） ＠12.00円 （19） 保健指導中断のお知らせ 69,100枚

（20） ＠3.00円 （20）
健康保険任意継続被保険者保険料
納付書

2,527,000枚

（21） ＠9.00円 （21）
健康保険任意継続被保険者保険料
口座振替不能のお知らせ

10,300枚

（22） ＠9.00円 （22） 資格喪失通知書(保険料未納) 174,200枚

（23） ＠9.00円 （23） 資格取得取消通知書 28,900枚
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

（前項の続き） （24） ＠13.00円 （24） 支給決定通知書(柔整) 1,121,000枚

（25） ＠9.00円 （25） 施術内容確認書(柔整) 570,000枚

（26） ＠10.00円 （26） 高額療養費のお知らせ 760,000枚

（27） ＠10.00円 （27） 高額療養費支給申請書 950,000枚

（28） ＠42.00円 （28） 特定保健指導利用券 139,400枚

（29） ＠9.00円 （29） 診療報酬明細書について(照会) 1,681,500枚

（30） ＠9.00円 （30） 診療報酬明細書について(回答) 1,681,500枚

（31） ＠9.00円 （31） 負傷原因の照会について(照会) 323,000枚

（32） ＠9.00円 （32） 負傷原因届(回答票) 646,000枚

（33） ＠9.00円 （33） 負傷原因の照会について(再照会) 159,600枚

（34） ＠9.00円 （34） 負傷原因届回答票(再照会) 319,200枚

（35） ＠2.00円 （35） 限度額適用認定証リーフレット 1,784,500枚

（36） ＠25.00円 （36） 遅延理由申出書 10,300枚

（37） ＠5.00円 （37） 保健指導案内事業所用パンフレット① 310,400枚

（38） ＠27.00円 （38） 保健指導案内事業所用パンフレット② 310,400枚

（39） ＠3.00円 （39） 保健指導受け入れ回答用紙 310,400枚

（40） ＠5.00円 （40） 生活習慣のおたずね 927,900枚

（41） ＠9.00円 （41） 特定保健指導パンフレット 209,000枚

（42） ＠12.00円 （42） 支援終了のお知らせ（パンフレット） 69,100枚

（43） ＠3.00円 （43） 納付書チラシ（毎月用） 411,700枚

（44） ＠4.00円 （44） 納付用チラシ（前納用） 110,900枚

（45） ＠9.00円 （45） 施術内容回答書（照会文書） 570,000枚
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

（前項の続き） （46） ＠9.00円 （46） 人体図 570,000枚

（47） ＠3.00円 （47） 周知用案内文 570,000枚

（48） ＠3.00円 （48） 返納金説明用チラシ 232,800枚

（49） ＠19.00円 （49）
保険者間調整案内文書（療養の給
付の不支給用）

77,600枚

（50） ＠20.00円 （50）
保険者間調整案内文書（返納金催
告用）

131,900枚

（51） ＠8.00円 （51） 特定保健指導利用案内パンフレット① 139,400枚

（52） ＠17.00円 （52） 特定保健指導利用案内パンフレット② 139,400枚

（53） ＠17.00円 （53） 特定保健指導実施機関一覧表 278,700枚

（54） ＠4.20円 （54） 封筒（長3） 12,033,200枚

（55） ＠16.00円 （55） 封筒（角2） 200,300枚

（56） ＠16.00円 （56） 封筒（特定保健指導利用券用） 69,700枚

（57） ＠5.00円 （57） 返信用封筒 4,921,400枚

（全て税抜額）

レセプト点検員の知識習得及びスキ
ルアップを目的とした研修の業務委
託　1回

R1.6.19 一般競争入札 R1.9.30
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社日本サポートサービス
東京都千代田区神田猿楽町2-2-10

1,036,800円
（税込額）

※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、税抜額
を記載している。（税率変更の可能性があるため）

予定額（税抜額）　522,720,740円



43

（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

「船員保険通信」等の制作等業務 R1.7.12 一般競争入札 R1.9.30
全国健康保険協会
の指定する場所

寿堂紙製品工業株式会社
東京都板橋区弥生町60-4

シュレッダーの購入及び引取 R1.7.16 一般競争入札 R1.7.31
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社文祥堂
東京都中央区銀座3-4-12

①@12.46円
②@3.40円
③@1.72円
④@10.20円
⑤@1.98円
⑥@8.82円
⑦@7.30円
⑧19,760円

（全て税抜額）

予定数量
①船員保険通信　63,000部
②禁煙プログラム参加者募集の案内　63,000部
③アンケートはがき１　58,000部
④アンケートはがき２　5,000部
⑤送付文書　63,000部
⑥送付用封筒　63,000部
⑦封入封緘業務　63,000部
⑧その他（郵便仕分け、持ち込み等）業務　一式

予定額（税抜額）2,310,000円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、税抜額
を記載している。（税率変更の可能性があるため）

①　購入　２台
②　引取　１台

1,617,408円
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

ジェネリック医薬品軽減額通知サー
ビス及び地域間格差の是正に向けた
施策支援ツールの作成業務

R1.7.17
一般競争入札
（総合評価）

R2.8.31
全国健康保険協会
の指定する場所

ニッセイ情報テクノロジー株式会社
東京都大田区蒲田5-37-1

スマートフォンを活用したオンライン
による禁煙プログラム提供等委託事
業（令和元年度分）

R1.7.23 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社　キュア・アップ
東京都中央区日本橋小伝馬町12-5

①@0.10円
②@4.65円
③@3.27円
④@2.78円
⑤@5.15円
⑥@1.85円

⑦114,815,000円
（全て税抜額）

予定数量
①レセプトデータのコード化
（通知書データ生成及び効果測定データ化並びに調査
分析データ化）　264,000,000件
②通知書作成　7,050,000枚
③案内リーフレット作成（デザイン、版作成等を含む）
7,050,000枚
④封筒作成　7,050,000枚
⑤封入封緘　7,050,000件
⑥ジェネリック医薬品希望シール作成　7,050,000枚
⑦その他（報告書・設備・プログラム開発・地域間格差
是正に向けた支援ツールに係る費用及びサポートデス
ク設置・運営費用等）一式

予定額（税抜額）266,000,000円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、税抜額
を記載している。（税率変更の可能性があるため）

①@45,000円
②300,000円

（全て税抜額）

予定数量
①禁煙プログラム　100名
②その他（募集支援、問合せ対応、効果測定、報告書
作成等）

予定額（税抜額）4,800,000円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、税抜額
を記載している。（税率変更の可能性があるため）
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（令和元年7月末現在）

件名又は品目 契約年月日 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

平成31（令和元）年度　競争入札に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会本部
　契約責任者　総務部長　玉川　淳
東京都千代田区九段北４－２－１

契約金額 備　考

船員保険被扶養者資格再確認
業務にかかるリスト等の作成、封
入封緘作業の業務委託

R1.7.30 一般競争入札 R2.3.31
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社坂東印刷
徳島県吉野川市鴨島町牛島3043

予定数量
(1)≪リーフレットの作成、封入封緘および発送≫
①送付書　5,000枚
②周知用リーフレット　5,000枚
③広報用リーフレット　5,000枚
④申出書　5,000枚
⑤長３封筒　5,000枚
⑥封入封緘業務　5,000枚

(2)≪リスト等の作成、封入封緘および発送≫
①被扶養者状況リスト　6,000セット
②リーフレット　5,000枚
③被扶養者調書兼異動届　5,300セット
④角２窓あき封筒　5,000枚
⑤封入封緘業務　5,000件
　
(3)≪リスト等の再作成、勧奨、封入封緘および
発送≫
①被扶養者状況リスト（再作成）　1,800セット
②リーフレット　1,500枚
③被扶養者調書兼異動届　1,500枚
④角２窓あき封筒　1,500枚
⑤封入封緘業務　1,500件

予定額（税抜額）1,489,901円
※一部、R1.10以降に納品を予定しているため、
税抜額を記載している。（税率変更の可能性が
あるため）

（1）①@8.06円
②@8.06円
③@8.06円
④@8.06円
⑤@5.92円
⑥@13.40円

（2）①@79.69円
②@23.67円
③@15.08円
④@25.33円
⑤@29.15円

（3）①@79.69円
②@23.67円
③@15.08円
④@25.33円
⑤@29.15円

（全て税抜額）


