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（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

船員保険における個人情報の運搬
業務委託

H30.4.1
（自動更新）

＠23,200円
（税抜額）

一般競争入札 H31.3.31
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

予定数量
年48便（月４便）
予定額（税込額）
1,202,688円
平成32年3月31日を上限に自動更新

医療機関における資格確認業務（平
成30年度分）

H30.4.1

①3,300,000円
②1,730,100円
③1,600,000円
④18,410,040円
（全て税抜額）

一般競争入札
（総合評価）

H31.3.31
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社日立製作所
東京都品川区南大井6-23-1

①クラウドサービス
②ハードウェア/ソフトウェア保守
③効果測定　一式
④月次運用サポート・問い合わせ対応
予定額（税込額）27,043,351円

GIS（地理空間システム）保守サポー
トに関する業務委託

H30.4.1 3,312,360円 一般競争入札 H31.3.31
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

ストレスチェック業務委託（平成30年
度分）

H30.4.1

①＠250円
②＠25,000円
③＠300,000円
（全て税抜額）

一般競争入札 H31.3.31
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社ドリームホップ
東京都新宿区信濃町11-3

予定数量
①ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ5,300人
②医師による面談10人
③ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸに基づく集団分析
予定額2,025,000円（税込額）

腹囲計測用メジャーの作成業務委託 H30.4.2 1,995,354円 一般競争入札 H30.5.7
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社東京法規出版
東京都文京区本駒込2-29-22

数量54,500個

平成３０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
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（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　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

ジェネリック医薬品希望シール等の
作成業務委託

H30.4.2 7,331,831円 一般競争入札 H30.4.27
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社トッパンTDKレーベル
東京都港区芝浦3-19-26

①ジェネリック医薬品希望シール（大サイズ）
数量252,050枚
②ジェネリック医薬品希望シール（小サイズ）
数量701,580枚
③ジェネリック医薬品Q&A兼お薬手帳
数量323,470冊

「平成30年度船員保険に関する周知
用チラシ」制作等業務委託

H30.4.2 ＠9.39円（税抜） 一般競争入札 H31.3.29
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牛島3,043

＠9.39円　予定数量8,520部/月
予定額1,036,835円（税込額）

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

H30.4.2
①＠150円

②＠380円他
（全て税抜額）

一般競争入札 H31.3.27
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

予定数量
①梱包料　15,176箱
②運送料　15,176箱
予定額（税込額）9,040,129円

健康保険任意継続被保険者保険料
納付書および一般納付書作成業務
委託

H30.4.2
①＠5.10円
②＠3.40円

（全て税抜額）
一般競争入札 H31.3.15

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

予定数量
①任意継続被保険者保険料納付書　117,000枚
②一般納付書　329,000枚
予定額1,852,524円（税込額）

健康保険被保険者証カード作成業務
委託

H30.4.2 ＠60.00円（税抜） 一般競争入札 H31.3.15
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

予定数量　20,000枚
予定額（税込額）　1,296,000円
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（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　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

任意継続ご加入者しおり（小冊子）作
成業務委託

H30.4.2 ＠9.90円（税抜） 一般競争入札 H31.3.15
全国健康保険協会
の指定する場所

光村印刷株式会社
東京都品川区大崎1-15-9

予定数量　64,000部
予定額（税込額）　684,288円

高額療養費関連リーフレット3点の作
成業務委託

H30.4.2

①＠2.06円
②＠2.48円
③＠4.47円

（全て税抜額）

一般競争入札 H31.3.15
全国健康保険協会
の指定する場所

光村印刷株式会社
東京都品川区大崎1-15-9

予定数量
①「限度額適用認定証をご利用ください」867,500部
②「限度額適用認定証の交付を受けられた方へ」
240,000部
③「高額療養費制度をご存知ですか？」139,000部
予定額（税込額）
3,243,866円

健保・保健業務用手封入用封筒（汎
用）の作成業務委託

H30.4.2
＠3.90円
（税抜額）

一般競争入札 H31.3.15
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

予定数量
4,486,000枚
予定額（税込額）
18,895,032円

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）

H30.4.2
＠15円

（税抜額）
一般競争入札 H31.3.31

全国健康保険協会
の指定する場所

アトラス情報サービス株式会社
大阪府大阪市中央区北浜3-1-6

予定数量
1,339,600件
予定額（税込額）
21,701,520円

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）

H30.4.2
＠14.8円
（税抜額）

一般競争入札 H31.3.31
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
和歌山県和歌山市北出島12-8シティビル

予定数量
1,046,100件
予定額（税込額）
16,720,862円
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（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　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

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）

H30.4.2
＠15.43円
（税抜額）

一般競争入札 H31.3.31
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
和歌山県和歌山市北出島12-8シティビル

予定数量
1,372,100件
予定額（税込額）
22,865,223円

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）

H30.4.2
＠13.15円
（税抜額）

一般競争入札 H31.3.31
全国健康保険協会
の指定する場所

アトラス情報サービス株式会社
大阪府大阪市中央区北浜3-1-6

予定数量
2,357,200件
予定額（税込額）
33,476,954円

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）

H30.4.2
＠14.77円
（税抜額）

一般競争入札 H31.3.31
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
和歌山県和歌山市北出島12-8シティビル

予定数量
1,407,400件
予定額（税込額）
22,450,281円

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）

H30.4.2
＠13.15円
（税抜額）

一般競争入札 H31.3.31
全国健康保険協会
の指定する場所

アトラス情報サービス株式会社
大阪府大阪市中央区北浜3-1-6

予定数量
1,398,100件
予定額（税込額）
19,855,816円

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）

H30.4.2
＠15.35円
（税抜額）

一般競争入札 H31.3.31
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
和歌山県和歌山市北出島12-8シティビル

予定数量
1,093,100件
予定額（税込額）
18,121,411円

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）

H30.4.2
＠15.65円
（税抜額）

一般競争入札 H31.3.31
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

予定数量
1,990,800件
予定額（税込額）
33,648,501円
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（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　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

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）

H30.4.2
＠10.2円
（税抜額）

一般競争入札 H31.3.31
全国健康保険協会
の指定する場所

アトラス情報サービス株式会社
大阪府大阪市中央区北浜3-1-6

予定数量
1,458,300件
予定額（税込額）
16,064,632円

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）

H30.4.2
＠15.26円
（税抜額）

一般競争入札 H31.3.31
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
和歌山県和歌山市北出島12-8シティビル

予定数量
1,397,700件
予定額（税込額）
23,035,214円

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）

H30.4.2
＠15.8円
（税抜額）

一般競争入札 H31.3.31
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社マイクロフィッシュ
北海道札幌市北区北18条西6-3-10

予定数量
1,230,600件
予定額（税込額）
20,998,958円

コピー用紙（A4、A3）の調達 H30.4.2
①＠1,070円
②＠1,283円

（全て税抜額）
一般競争入札 H31.3.31

全国健康保険協会
の指定する場所

ナカバヤシ株式会社
東京都板橋区東坂下2-5-1

予定数量
①Ａ4　34,307箱
②Ａ3　900箱
予定額（税込額）
40,892,245円

業務用封筒の調達 H30.4.2
①＠3.10円
②＠6.09円

（全て税抜額）
一般競争入札 H31.3.31

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

予定数量
①長３　1,554,000枚
②角２　993,000枚
予定額（税込額）
11,733,951円

全国健康保険協会工程管理等支援
業務一式

H30.4.2 1,167,566,400円（税込額）
一般競争入札
（総合評価）

H33.3.31
全国健康保険協会
の指定する場所

アクセンチュア株式会社
東京都港区赤坂1-11-44赤坂インターシティ
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（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　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

海外療養費等の審査に係る翻訳業
務及びレセプト作成業務委託

H30.4.2

①＠5,500円
②＠1,500円
③＠900円
④＠800円

（全て税抜額）

一般競争入札 H31.3.31
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
大阪市中央区徳井町2-4-14

予定数量
①日本語訳　4,000件
②レセプト作成　6,000件
③外国語訳　100件
④日本語訳　100件
予定額（税込額）33,663,600円

高機能プリンター消耗品の調達 H30.4.2

①@21,320円
②@20,230円
③@20,230円
④@20,230円
⑤@14,760円
⑥@42,660円
⑦@1,090円

（全て税抜額）

一般競争入札 H31.3.31
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

予定数量
①2,825本
②592本
③764本
④715本
⑤960個
⑥160個
⑦239個
予定額（税込額）133,251,523円

カラー複合機消耗品の調達 H30.4.2

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）

一般競争入札 H31.3.31
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

予定数量
①843個
②561個
③569個
④576個
⑤78箱
予定額（税込額）149,038,576円

バックアップメディアの集配送業務委
託

H30.4.2
＠220,000円

（税抜額）
一般競争入札 H31.3.31

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

予定回数12回
予定額（税込額）2,851,200円
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（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　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

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

H30.4.3
＠460円
（税抜額）

一般競争入札 H31.3.15
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社ハップ
東京都江戸川区松江1-11-3

予定数量1,061冊
予定額（税込額）
527,104円

健康保険高齢受給者証他5点の作成
業務委託

H30.4.6

①＠1.90円
②＠3.60円
③＠1.00円
④＠1.00円
⑤＠10.00円
⑥＠22.00円

一般競争入札 H31.3.15
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

①健康保険高齢受給者証（単票）
予定数量22,000枚
②健康保険特定疾病療養受療証（単票）
予定数量11,400枚
③健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証（単
票）
予定数量48,000枚
④健康保険限度額適用認定証（単票）
予定数量228,000枚
⑤日雇特例被保険者受給資格者票（1年）（単票）
予定数量3,500枚
⑥日雇特例被保険者特別療養費受給票（単票）
予定数量1,250枚
予定額（税込額）455,047円

保健指導用パンフレット等の梱包・発
送等業務　一式

H30.4.9 1,883,584円 一般競争入札 H30.10.10
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社イシカワコーポレーション
東京都江戸川区中葛西5-32-8

「メンタルヘルス講座」等の委託業務 H30.4.9 ＠90,000円（税抜額） 一般競争入札 H31.3.31
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

予定回数
①若年層向け講座　7回
②セルフケア③ラインケア④タフネス講座合計予定
回数13回
予定額（税込額）1,944,000円
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（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　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

船員保険に係る柔道整復施術療養
費支給申請書の電子媒体化等業務

H30.4.13
＠28.00円
（税抜額）

一般競争入札 H31.3.31
全国健康保険協会
の指定する場所

ガリバー・インターナショナル株式会社
大阪府大阪市北区豊崎3-6-17

予定数量
38,400件
予定額（税込額）
1,161,216円

保健指導用帳票等の作成業務委託 H30.4.13 1,292,760円 一般競争入札 H30.5.8
全国健康保険協会
の指定する場所

光村印刷株式会社
東京都品川区大崎1-15-9

①保健師・管理栄養士による健診後の健康相談　数
量11,650部
②生活習慣についてのおたずね　数量378,950部
③体重測定表　数量8,650部
④生活記録票　数量6,000部
⑤生活記録票カレンダー　数量8,300部
⑥連絡先のおたずね　数量50,200部
⑦あなたの健診結果は大丈夫？CKD 数量7,850部

被扶養者資格再確認及び個人番号
未取得者の収集業務に係る電話対
応業務委託　一式

H30.4.17

【諸経費】174,513円
【人件費】①＠3,000円

②＠2,250円
③＠1,550円

（すべて税抜額）

一般競争入札 H30.8.31
全国健康保険協会
の指定する場所

りらいあコミュニケーションズ株式会社
東京都渋谷区代々木2-6-5

【人件費】
①管理者　＠3,000円/時間
予定時間（1人×7.75×59日）時間
②スーパーバイザー　＠2,250円/時間
予定時間（2人×7.75×59日）時間
③オペレーター　＠1,550円/時間
予定時間（11人×7.75×59日）時間
予定額（税込額）12,312,000円

健康保険関連帳票等の作成業務委
託

H30.4.19
＠2,225円　他19項目

（税抜額）
一般競争入札 H31.3.31

全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社ハップ
東京都江戸川区松江1-11-3

予定数量
健康保険被保険者証再交付申請書
302包　他19項目
予定額（税込額）
27,669,015円
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（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　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

被扶養者状況リスト、個人番号確認
リスト等の作成及び封入作業等の業
務委託（東日本）

H30.4.20
＠15.00円　他14項目

（税抜額）
一般競争入札 H30.7.31

全国健康保険協会
の指定する場所

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

予定数量
被扶養者状況リスト　800,000セット
他　14項目

予定額（税込額）
109,571,670円

レセプト点検スキルアップ業務委託 H30.4.23

① ＠1,160,000円
    ＠3,100,000円
　　＠3,200,000円

②＠5,000円
（全て税抜額）

一般競争入札 H31.3.31
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

予定数量
①レセプト点検研修の実施
　・新規採用者研修　1回
　・医科研修　1回
　・歯科研修　1回
②支部からの事例照会に係る回答の作成　予定数
量120件
予定額（税込額）　8,704,800円

自動車運転業務に関する労働者派
遣

H30.4.23

就業時間労働
1時間につき　2,650円

就業時間外労働
1時間につき　3,312円

（全て税抜額）

一般競争入札 H31.3.31
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社ホクトスタッフサービス
東京都中央区日本橋3-4-16

RPA導入に向けた対象業務選定及
び効果検証等業務委託　一式

H30.4.23 14,040,000円
一般競争入札
（総合評価）

契約締結から3ヶ
月間

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

被扶養者状況リスト、個人番号確認
リスト等の作成及び封入作業等の業
務委託（西日本）

H30.4.25
＠11.8円　他14項目

（税抜額）
一般競争入札 H30.7.31

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

予定数量
被扶養者状況リスト　800,000セット
他　14項目

予定額（税込額）
129,567,465円
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（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　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

高額療養費制度改正に係る広報リー
フレット作成業務委託

H30.5.2
①＠5.70
②＠5.70

一般競争入札 H30.6.25
全国健康保険協会
が指定する場所

株式会社ハップ
東京都江戸川区松江1-11-3

①巻き三つ折り（A4サイズ）
予定数量111,220枚
②巻き三つ折り×巻き三つ折り（長3サイズ）
予定数量227,550枚
予定額（税込額）2,085,468円

職員採用における適正検査の調達 H30.5.9 1,710,720円 一般競争入札 H30.9.30
全国健康保険協会
が指定する場所

エン・ジャパン株式会社
東京都新宿区西新宿6-5-1

ウェブ閲覧用タブレット端末等の調達 H30.5.14 2,353,347円 一般競争入札 H30.6.29
全国健康保険協会
が指定する場所

ソフトバンク株式会社
東京都港区東新橋1-9-1

①カラープリンター及び交換用トナー一式　５２台
②タブレットカバー（キーボード一体型）　１２７台
③タブレット画面保護フィルム　１２７枚
④梱包料金及び配送準備　一式
⑤配送料金　一式

被扶養者状況リスト、個人番号確認
リスト等の回収、仕分及び入力作業
等の業務委託

H30.5.17
①＠22.22円
②＠48.83円

（全て税抜額）
一般競争入札 H31.1.31

全国健康保険協会
が指定する場所

りらいあコミュニケーションズ株式会社
東京都渋谷区代々木2-6-5

①被扶養者状況リスト等の回収・仕分・入力作業等
予定数量1,060,000件（事業所単位）
②個人番号確認リスト等の回収・仕分・入力作業等
予定数量600,000件（事業所単位）
予定額（税込額）57,079,296円
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（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　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

船員保険被扶養者資格再確認業務
及びﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ収集業務にかかる対
象者リスト等の作成、封入封緘作業
の業務委託

H30.5.24

①＠63.40円
②＠63.40円
③＠25.00円
④＠34.00円
⑤＠28.00円
⑥＠13.50円
⑦＠13.50円
⑧＠14.60円
⑨＠61.60円

（全て税抜額）

一般競争入札 H30.8.31
全国健康保険協会
が指定する場所

株式会社坂東印刷
徳島県吉野川市鴨島町牛島3043

①被扶養者状況リストの作成
予定数量5,200セット
②被扶養者状況リストの作成（再作成分）
予定数量900セット
③マイナンバー確認リスト
予定数量4,000枚
④送付用封筒作成（角2・料金後納郵便版）
予定数量5,000枚
⑤返信用封筒作成（角2）
予定数量5,000枚
⑥リーフレット①の作成
予定数量4,700枚
⑦リーフレット②の作成
予定数量3,800枚
⑧被扶養者調書兼異動届
予定数量5,300セット
⑨封入封緘業務
予定数量5,000件
予定額（税込額）1,400,619円

平成30年度紙ﾚｾﾌﾟﾄのデータ化業務
委託

H30.5.30
＠170.00円
（税抜額）

一般競争入札 H31.3.31
全国健康保険協会
が指定する場所

株式会社ムサシ
東京都中央区銀座8-20-36

予定数量175,392件
予定額（税込額）32,201,971円
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（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　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

平成30年度全国健康保険協会シス
テムカードプリンター等の消耗品の購
入

H30.6.5

①＠5,430円
②＠6,020円
③＠7,090円

（全て税抜額）

一般競争入札 H31.3.31
全国健康保険協会
の指定する場所

幸和商事株式会社
東京都文京区本郷5-1-13

①インクリボン（単色リボン黒）
予定数量82巻
②クリーニングキット
予定数量45セット
③インクカートリッジ(赤)
予定数量181個

予定額（税込額）2,159,406円

平成30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

H30.6.8

①＠4.00円
②＠7.00円
③＠15.00円
④＠9.00円
⑤＠22.00円

⑥＠29,200.00円
⑦2,349,600円
（全て税抜額）

一般競争入札 H31.8.31
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ﾚｾﾌﾟﾄﾃﾞｰﾀのｺｰﾄﾞ化（通知書データ生成及び効果
測定データ化）
予定数量420,000件
②通知書作成
予定数量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）
予定数量30,000件
④封筒作成
予定数量30,000件
⑤封入封緘
予定数量30,000件
⑥ジェネリック医薬品の使用率算出
予定数量12か月
⑦その他（報告書・設備・プログラム開発等）

予定額（税込額）6,447,600円
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（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　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

平成30年度船員保険の健診結果に
基づく受診勧奨通知等の送付等業務
委託

H30.6.12

①＠75.00円
②＠34.00円
③＠43.00円
④＠25.00円
⑤＠18.00円

⑥3,875,000円
⑦17,472,600円
（全て税抜額）

一般競争入札
（総合評価）

H32.3.31
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

①受診勧奨通知の作成
予定数量21,200件
②送付状の作成
予定数量21,200件
③禁煙に関するリーフレットの作成
予定数量10,000件
④送付用封筒の作成
予定数量21,200件
⑤封入封緘・発送業務
予定数量21,200件
⑥サポートデスクの設置　一式
⑦その他（効果測定、プログラム開発、報告書作成
等）

予定額（税込額）27,000,000円

船員保険業務用封筒の調達 H30.6.15 1,259,280円 一般競争入札 H30.11.30
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社山口封筒店
東京都中央区八丁堀2-4-6
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（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　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

ジェネリック医薬品軽減額通知サー
ビス業務

H30.6.28

①＠0.10円
②＠4.65円
③＠3.30円
④＠2.78円
⑤＠5.15円
⑥＠1.85円

⑦79,644,000円
（全て税抜額）

一般競争入札
（総合評価）

H31.8.31
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

①ﾚｾﾌﾟﾄﾃﾞｰﾀのｺｰﾄﾞ化（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）
予定数量252,000,000件
②通知書作成
予定数量7,200,000枚
③案内リーフレット作成（デザイン、版作成等を含む）
予定数量7,200,000枚
④封筒作成
予定数量7,200,000枚
⑤封入封緘
予定数量7,200,000件
⑥ジェネリック医薬品希望シール作成
予定数量7,200,000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の作成等

予定額（税込額）251,100,000円

文書等の保管及び管理等に関する
業務委託

H30.7.5

①＠45円
②＠60円
③＠370円
④＠60円
⑤＠370円
⑥＠500円
⑦＠270円
⑧＠60円

⑨0円
（全て税抜額）

一般競争入札
H33.9.30

(2021/9/30）
全国健康保険協会
が指定する場所

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

①保管料（当初保管分＋追加分)
予定数量　102,582箱
②入出庫料 予定数量　1,332箱
③配送料（入出庫） 予定数量　1,332箱
④新規入庫料 予定数量　756箱
⑤配送料（新規入庫） 予定数量　756箱
⑥廃棄料 予定数量　36箱
⑦保管箱購入費用 予定数量　756箱
⑧閲覧料 予定数量　36箱
⑨移送に係る作業　一式　0円
予定額（税込額）6,197,374円
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（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　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

健診・保健指導実施率等に係る地域
間格差に関する調査分析業務　一式

H30.7.30 9,720,000円
一般競争入札
（総合評価）

H31.2.28
全国健康保険協会
が指定する場所

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲3-3-3

年末調整事務業務委託 H30.8.2 ＠1,072円 一般競争入札 H30.12.3
全国健康保険
協会が指定する
場所

りらいあコミュニケーションズ株式会社
東京都渋谷区代々木2-6-5

予定数量　5,300名
予定額（税込額）6,136,128円

GIS（地理空間システム）ソフト
ウェアの調達ArcGISDesktop
Basic 10.5(シングルユース）数
量3式

H30.8.27 748,440円 一般競争入札 H30.9.7
全国健康保険
協会が指定する
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
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（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　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

全国健康保険協会ドメンイネー
ムシステム（DNS)のサービス導
入

H30.8.29
①1,671,100円

②月額268,000円
（全て税抜額）

一般競争入札
H35.3.31

（2023/3/31）
全国健康保険協会
本部　システム部

KDDI株式会社
東京都新宿区西新宿2-3-2

①初期構築等一式
②運用業務（月額）
利用予定月数54か月
予定額（税込額）17,434,548円

平成30事業年度における会計監査
人監査業務

H30.9.3
20,000,000円

（税抜額）
一般競争入札
（総合評価）

H31.3.31
全国健康保険協会
の指定する場所

有限責任監査法人トーマツ
東京都港区港南2-15-3品川インターシティ

契約金額は平成30事業年度分
※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）

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

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）

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
⇒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
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

（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
（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

(税抜額)

一般競争入札
（総合評価）

H31.12.31
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（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　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

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

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）

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
⇒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
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

（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
（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

(税抜額)

一般競争入札
（総合評価）

H31.12.31
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（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　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

健康保険委員表彰にかかる表彰状
等の調達

H30.9.11

①＠230円
②＠230円
③＠900円

④＠1,250円
⑤＠140円
⑥＠190円

⑦＠1,500円
⑧＠2,228円
⑨＠57円
⑩＠70円
⑪@218円

（全て税抜額）

一般競争入札 H30.9.28
全国健康保険協会
の指定する場所

有限会社タケマエ
東京都港区虎ノ門2-5-3

予定数量
①表彰状1（1種類）71枚
②表彰状２（47種類）436枚
③賞状額（A3サイズ）507枚
④賞状額（B3サイズ）12枚
⑤手提げ袋（A3サイズ額縁運搬用）422枚
⑥手提げ袋（B3サイズ額縁運搬用）11枚
⑦風呂敷（A3サイズ額縁運搬用）67枚
⑧風呂敷（B3サイズ額縁運搬用）1枚
⑨板目表紙（美濃判）48枚
⑩封筒（クラフト570×440㎜）12枚
⑪丸筒送付用封筒12枚

予定額（税込額）818,640円

未治療者に対する受診勧奨業務委
託

H30.9.18

①＠9.00円
②＠5.00円
③＠9.70円
④＠5.20円
⑤＠3.40円
⑥＠5.60円

⑦＠20,000円
（全て税抜額）

一般競争入札 H31.10.31
全国健康保険協会
の指定する場所

東洋紙業株式会社
大阪府大阪市浪速区芦原1-3-18

予定数量
①受診勧奨通知の印刷製造　328,000枚
②回答書の印刷製造 85,000枚
③返信用封筒の印刷製造　85,000枚
④送付用封筒の印刷製造 328,000枚
⑤受診勧奨通知等の封入封緘・送付
（１点封入）243,000件
（３点封入）85,000件
⑥各種リスト・件数表等の作成　12回

予定額（税込額）8,045,244円
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（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　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

全国健康保険協会健康保険システ
ムレセプト点検アプリケーション保守
業務　一式

H26.10.16
⇒変更契約

H27.1.30
⇒変更契約

H27.3.19
⇒変更契約

H27.9.30
⇒変更契約

H28.3.23
⇒変更契約

H28.9.28
⇒変更契約

H29.3.31
⇒変更契約

H29.9.28
⇒変更契約

H30.3.30
⇒変更契約

H30.9.26

（変更前）
815,300,000円

（H26.10.16変更後）
815,300,000円

（H27.1.30変更後）
815,300,000円

（H27.3.19変更後）
815,300,000円

（H27.9.30変更後）
815,300,000円

（H28.3.23変更後）
815,300,000円

（H28.9.28変更後）
815,300,000円

（H29.3.31変更後）
815,300,000円

（H29.9.28変更後）
842,526,680円

（H30.3.30変更後）
988,330,210円

（H30.9.26変更後）
1,070,872,830円

（税抜額）

一般競争入札
（総合評価）

H31.2.28
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

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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（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　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

「船員保険通信」等の制作等業務 H30.9.26

①＠5.77円
②＠2.93円
③＠1.60円
④＠7.84円
⑤＠1.86円
⑥＠6.38円
⑦＠8.50円
⑧484,200円

（全て税抜額）

一般競争入札 H30.11.30
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

予定数量
①船員保険通信制作　63,500部
②健診・健康情報チラシ制作　63,500部
③アンケートはがき1制作　58,500部
④アンケートはがき2制作　5,000部
⑤送付文書１制作　58,500部
⑥送付文書２制作　5,000部
⑦送付用封筒制作　63,500件
⑧その他仕様書に記載のある業務等　一式
予定額（税込額）　1,997,902円

全国健康保険協会健康保険システ
ム適用・徴収・現金給付等アプリケー
ション保守業務　一式

H26.10.16
⇒変更契約

H27.3.31
⇒変更契約
H27.10.30

⇒変更契約
H27.12.25

⇒変更契約
H28.3.23

⇒変更契約
H28.4.1

⇒変更契約
H28.9.28

⇒変更契約
H29.4.1

⇒変更契約
H29.9.28

⇒変更契約
H30.3.30

⇒変更契約
H30.9.28

（変更前）
3,420,000,000円

（H27.3.31変更後）
3,420,000,000円

（H27.10.30変更後）
3,736,424,000円

（H27.12.25変更後）
3,736,424,000円

（H28.3.23変更後）
3,736,424,000円
（H28.4.1変更後）
4,280,028,000円

（H28.9.28変更後）
4,695,612,000円
（H29.4.1変更後）
5,049,155,155円

（H29.9.28変更後）
5,351,075,155円

（H30.3.30変更後）
5,788,119,155円

（H30.9.28変更後）
6,484,587,155円

（税抜額）

一般競争入札
（総合評価）

H31.2.28
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社野村総合研究所
東京都千代田区大手町1-9-2

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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（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　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

全国健康保険協会健康保険システ
ム保健事業アプリケーション保守業
務　一式

H26.10.16
⇒変更契約

H27.1.30
⇒変更契約

H27.6.30
⇒変更契約
H27.10.29

⇒変更契約
H28.3.30

⇒変更契約
H28.4.8

⇒変更契約
H28.9.30

⇒変更契約
H29.4.12

⇒変更契約
H29.5.19

⇒変更契約
H29.9.29

⇒変更契約
H30.3.30

⇒変更契約
H30.9.28

（変更前）
865,000,000円

（H27.1.30変更後）
876,500,000円

（H27.6.30変更後）
876,500,000円

（H27.10.29変更後）
1,224,756,800円

（H28.3.30変更後）
1,224,756,800円
（H28.4.8変更後）
1,501,367,400円

（H28.9.30変更後）
1,856,834,900円

（H29.4.12変更後）
2,074,073,900円

（H29.5.19変更後）
2,074,069,186円

（H29.9.29変更後）
2,283,289,686円

（H30.3.30変更後）
2,580,191,686円

（H30.9.28変更後）
2,946,874,936円

（税抜額）

一般競争入札
（総合評価）

H31.2.28
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社日立製作所
東京都品川区南大井6-23-1

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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（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　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

全国健康保険協会健康保険システ
ム情報系アプリケーション保守業務

H26.10.16
⇒変更契約

H27.1.30
⇒変更契約

H27.6.30
⇒変更契約
H27.10.29

⇒変更契約
H28.4.4

⇒変更契約
H28.9.30

⇒変更契約
Ｈ29.1.27

⇒変更契約
Ｈ29.4.14

⇒変更契約
Ｈ29.9.29

⇒変更契約
H30.3.19

⇒変更契約
H30.3.30

⇒変更契約
H30.9.28

（変更前）
426,040,000円

（H27.1.30変更後）
433,190,000円

（H27.6.30変更後）
433,190,000円

（H27.10.29変更後）
568,154,000円

（H28.4.4変更後）
741,555,800円

（H28.9.30変更後）
1,034,696,600円

（Ｈ29.1.27変更後）
1,034,696,600円

（Ｈ29.4.14変更後）
1,259,649,600円

（Ｈ29.9.29変更後）
1,470,262,100円

（H30.3.19変更後）
1,470,262,100円

（H30.3.30変更後）
1,776,371,600円

（H30.9.28変更後）
2,103,433,600円

（税抜額）

一般競争入札
（総合評価）

H31.2.28
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社日立製作所
東京都品川区南大井6-23-1

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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（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　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

平成30年度全国健康保険協会シス
テム監査（マネジメント監査及び情報
セキュリティ監査）　一式

H30.10.3
2,192,400円
（税込額）

一般競争入札 H31.2.8
全国健康保険協会
の指定する場所

中電技術コンサルタント株式会社　東京支社
東京都中央区京橋1-17-1

全国健康保険協会健康保険システ
ム基盤に係るハードウェア等の賃貸
借

H30.10.5
2,016,332,440円

（税抜額）
一般競争入札
（総合評価）

H34(2022).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

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）

全国健康保険協会健康保険システ
ム基盤に係るハードウェア等の提供
業務に係る委託作業　一式

H30.10.5
59,219,000円

（税抜額）
一般競争入札
（総合評価）

H31.4.30
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

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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（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　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

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

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
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
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
予定額（税込額）3,245,400円

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

（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
（全て税抜額）

一般競争入札
（総合評価）

H31(2019).5.31
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（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　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

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

（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
（全て税抜額）

一般競争入札
（総合評価）

H31(2019).5.31
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

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
予定額（税込）
（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
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
予定額（税込額）3,245,400円
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（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　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

特定健康診査受診券（セット券）等送
付用封筒の作成

H30.10.22
9,682,999円
（税込額）

一般競争入札 H31.3.15
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特定健康診査受診券（セット券）（白紙分）封筒（長
３窓あき）　数量869,000枚
②特定保健指導利用券封筒（長３窓あき） 数量
37,000枚
③特定保健指導案内用封筒（角２窓あき） 数量
209,700枚

生活習慣病予防健診申込書データ
入力業務委託（東日本）

H30.10.23
（一般分）＠14.30円

（任意継続分）＠36.50円
（全て税抜額）

一般競争入札 H31(2019).9.30
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
和歌山県和歌山市北出島12-8シティビル

予定数量
（一般分）4,587,176件
（任意継続分）24,970件
予定額（税込額）71,828,662円

生活習慣病予防健診申込書データ
入力業務委託（西日本）

H30.10.23
（一般分）＠12.50円

（任意継続分）＠23.30円
（全て税抜額）

一般競争入札 H31(2019).9.30
全国健康保険協会
の指定する場所

アトラス情報サービス株式会社
大阪府大阪市中央区北浜3-1-6

予定数量
（一般分）3,966,423件
（任意継続分）25,972件
予定額（税込額）54,200,268円

任意継続健康保険料納付証明書（圧
着ハガキ）作成等の業務委託

H30.10.25
＠14.85円
（税抜額）

一般競争入札 H31.1.31
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

予定数量124,000件
予定額（税込額）1,988,712円

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　一式

H30.10.25
2,214,000円
（税込額）

一般競争入札 H31.3.31
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

ＲＰＡソフトウェア（ライセンス）の調達 H30.10.30
1,792,800円
（税込額）

一般競争入札 H30.11.30
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

①UiPath Studio（Named User）４ライセンス
②UiPath Attended Robot（Node Locked） ２ライセン
ス
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（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　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

全国健康保険協会の本支部におい
て使用する自動車の賃貸借　数量46
台

H30.11.1
月額1,156,900円

（税抜額）
一般競争入札 Ｈ36（2024）.2.4

全国健康保険協会
の指定する場所

トヨタモビリティサービス株式会社
東京都中央区日本橋浜町2-12-4

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）

一般事務（窓口対応含む）に関する
労働者派遣

H30.11.12

就業時間労働
1時間につき　1,296円

就業時間外労働
1時間につき　1,620円

（全て税抜額）

一般競争入札 H31.3.29
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社JPキャリアコンサルティング
東京都豊島区池袋2-47-6第2オンダビル8階

新卒採用活動に用いる広報物の作
成　一式

H30.11.14
4,838,400円
（税込額）

一般競争入札 H31.2.28
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社ワークス・ジャパン
東京都千代田区鍛治町2-2-2

医療費通知用封筒作成および医療
費通知作成発送業務
第１ブロック（北海道～千葉）

H30.11.14

①＠20.50円
②＠20.50円
③＠4.90円
（税抜額）

一般競争入札 H31.3.22
全国健康保険協会
の指定する場所

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

予定数量
①強制被保険者分4,834,294件
②任意継続被保険者分60,716件
③返信用封筒480,973件
予定額110,920,829円（税込額）

医療費通知用封筒作成および医療
費通知作成発送業務
第２ブロック（東京～岐阜）

H30.11.14
①＠22.20円
②＠22.20円
③＠4.90円

一般競争入札 H31.3.22
全国健康保険協会
の指定する場所

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

予定数量
①強制被保険者分5,394,962件
②任意継続被保険者分40,179件
③返信用封筒588,563件
予定額133,427,615円（税込額）
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（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　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

医療費通知用封筒作成および医療
費通知作成発送業務
第３ブロック（静岡～兵庫）

H30.11.14
①＠27.80円
②＠27.80円
③＠6.00円

一般競争入札 H31.3.22
全国健康保険協会
の指定する場所

ナカバヤシ株式会社
東京都板橋区東坂下2-5-1

予定数量
①強制被保険者分5,311,815件
②任意継続被保険者分55,516件
③返信用封筒495,525件
予定額164,359,747円（税込額）

医療費通知用封筒作成および医療
費通知作成発送業務
第４ブロック（奈良～沖縄）

H30.11.14
①＠28.00円
②＠28.00円
③＠6.20円

一般競争入札 H31.3.22
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

予定数量
①強制被保険者分5,300,062件
②任意継続被保険者分76,041件
③返信用封筒451,898件
予定額165,599,263円（税込額）

一般事務に関する労働者派遣 H30.11.16

就業時間労働
1時間につき　1,320円

就業時間外労働
1時間につき　1,650円

（全て税抜額）

一般競争入札 H31.3.29
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社キャリア
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル40
階

広報活動における加入者の理解度
調査（WEBアンケート調査）　一式

H30.11.27
3,207,600円
(税込額）

一般競争入札 H31.1.31
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社クロス・マーケティング
東京都新宿区西新宿3-20-2
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（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　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

平成30年度「お客様満足度調査」の
実施に係る業務委託　一式

H30.11.29
7,527,600円
（税込額）

一般競争入札 H31.3.29
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社インテージリサーチ
東京都東久留米市本町1-4-1

全国健康保険協会健康保険システ
ムレセプト点検アプリケーション保守
業務　一式

H30.11.30
980,000,000円

（税抜額）
一般競争入札
（総合評価）

Ｈ34
（2022）.12.31

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

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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（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　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

健診申込書等の作成及び封入封緘
業務委託

H30.12.4

①＠6.40円
②＠1.15円
③＠7.90円
④＠9.50円
⑤＠2.85円
⑥＠19.00円
⑦50,000円
⑧50,000円
⑨＠4.70円
⑩＠13.10円
⑪＠7.00円
⑫＠6.20円
⑬＠13.15円
⑭＠4.10円
⑮＠50.00円
⑯＠65.00円

（税抜額）

一般競争入札 H31.（2019）.6.28
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

予定数量
①生活習慣病予防健診申込書　3,650,000枚
②生活習慣病予防健診申込書　1,699,000枚
③特定健康診査受診券（セット券）（印字分）
 　自宅送付者用　　　　　　　　　 　4,385,000枚
④特定健康診査受診券（セット券）（印字分）
　　事業所送付者用（不着還付受診券含む）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　123,000枚
⑤特定健康診査受診券（セット券）（白紙分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　817,000枚
⑥生活習慣病予防健診申込書出力事業所　　一覧
表（紙及び電子媒体）　397,000枚
⑦特定健康診査受診券作成対象者データ（電子媒
体）　　一式
⑧資格喪失データ並び替え作業（電子媒体）
一式
⑨特定健康診査受診券（セット券）自宅送付者用封
筒　4,628,000枚
⑩特定健康診査受診券（セット券）事業所送付者用
封筒　86,100枚
⑪事業主宛配布依頼書　86,100枚
⑫特定保健指導利用券（白紙分）　43,800枚
⑬生活習慣病予防健診送付用封筒（窓あき）
2,198,000枚
⑭生活習慣病予防健診返信用封筒（長３）
　2,350,000枚
⑮事業所送付対象者の封入封緘業務　3,000件
⑯不着還付者の封入封緘業務　120,000件
予定額　145,312,995円（税込額）

平成30年度　全国健康保険協会にお
けるペネトレーションテスト　一式

H30.12.10
1,312,200円
（税込額）

一般競争入札 H31.3.29
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社JMCリスクソリューションズ
東京都文京区湯島3-26-11　YMビル
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（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　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

健診関係パンフレット等の作成 H30.12.12
26,049.546円

（税込額）
一般競争入札 H31.2.15

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生活習慣病予防健診のご案内
　A.　２つ折り　884,000部
　B.  Ｚ折り　399,000部
　C.　観音折り　906,000部
②特定健康診査のご案内　4,350,000部
③健診のご案内（任意継続加入者用）
　　343,000部
④生活習慣病予防健診結果通知票の見方（情報提
供書）　8,347,000部
⑤肝炎ウイルス検査案内兼申込書　3,229,000部
⑥特定健康診査受診券申請書　359,000部

船員保険診療報酬明細書等におけ
る内容点検業務委託

H30.12.12
＠0.01円
（税抜額）

一般競争入札 H32(2020).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

予定数量　1,440,000件
予定額　14,400円（税抜額）
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）

保険料率改定に係るリーフレット作成
業務委託

H30.12.18
①＠5.95円
②＠6.10円
（税抜額）

一般競争入札 H31.2.7
全国健康保険協会
の指定する場所

佐川印刷株式会社
京都府向日市森本町戌亥5-3

予定数量
①巻き三つ折り　（A4サイズ）　164,872枚
②巻き三つ折り　×　巻き三つ折り　（長３サイズ）
1,923,830枚
予定額　13,733,659円（税込額）

平成30年度　全国健康保険協会にお
ける標的型メール攻撃に対する教育
訓練　一式

H30.12.19 1,274,400円 一般競争入札 H31.3.29
全国健康保険協会
の指定する場所

京セラコミュニケーションシステム株式会社
京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

保険料率改定広報に係る業務関係
リーフレット作成業務委託

H30.12.21
①＠3.70円
②＠4.50円
(税抜額）

一般競争入札 H31.2.7
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社ハップ
東京都江戸川区松江1-11-3

予定数量
①巻き三つ折り　（A4サイズ）　145,230枚
②巻き三つ折り　×　巻き三つ折り　（長３サイズ）
1,924,180枚
予定額　9,931,853円（税込額）
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（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　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

保険料率改定に係るチラシ作成業務
委託

H30.12.26
①＠2.70円
②＠3.08円
(税抜額）

一般競争入札 H31.2.7
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社ウイル・コーポレーション
石川県白山市福留町370番地

予定数量
①A4サイズ　140,552枚
②巻き三つ折りしたもの　（長３サイズ）　2,280,180枚
予定額　7,994,639円（税込額）

保険料率改定に係る封筒作成業務
委託

H30.12.26
＠3.29円
(税抜額）

一般競争入札 H31.2.7
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社ムトウユニパック
東京都江東区永代1-7-12

予定数量　2,088,702枚
予定額7,421,575円（税込額）

ノートパソコン等運搬及びデータ消
去・廃棄業務委託

H30.12.26 8,769,600円 一般競争入札 H31.2.28
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社アンカーネットワークサービス
東京都葛飾区新宿3-9-15

①ノートパソコン　60台
②プリンター　　　 49台

船員保険に係る医療費通知の作成
及び発送業務委託

H30.12.27
＠63.00円
(税抜額）

一般競争入札 H31.2.28
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

予定数量　48,400件
予定額3,293,136円（税込額）

保険料率改定広報に係る封入封か
ん業務委託

H30.12.27

①＠2.65円
②＠1.45円
③750,000円

(税抜額）

一般競争入札 H31.2.27
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社大幹ビジネスサービス
東京都世田谷区尾山台2-11-9

予定数量
①事業所分封入封かん　2,088,702件
②事業所分送付状作成　(データ印字含む）2,088,702
件
③その他業務　一式
予定額10,058,772円（税込額）

任意継続健康保険料改定のお知ら
せ等作成等の業務委託

H30.12.28
＠13.50円
(税抜額）

一般競争入札 H31.3.31
全国健康保険協会
の指定する場所

株式会社イセトー東京本社
東京都中央区日本橋大伝馬町12-12

予定数量　210,000件
予定額3,061,800円（税込額）
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（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　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

全国健康保険協会被保険者証等作
成発送業務委託
東日本分　一式

H30.12.28

①10,000,000円
②＠7.00円
③＠2.50円
④＠1.00円
⑤＠3.15円
⑥＠7.65円
⑦＠7.50円
⑧＠4.50円
⑨＠5.60円
⑩＠5.00円
⑪＠5.00円
⑫＠10.85円
⑬＠7.50円
⑭＠14.00円
⑮＠3.75円
⑯＠20.00円
⑰＠93.75円
⑱＠75.50円

(すべて税抜額）

一般競争入札
（総合評価）

H34(2022).12.31
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

予定数量
①初期構築費用　一式
②被保険者証作成　　16,981,416件
③送付書（台紙）作成　9,227,083件
④受理通知書作成　404,916件
⑤保険料納付書作成　734,583件
⑥高齢受給者証兼送付書作成　842,083件
⑦案内チラシ　9,227,083件
⑧個人情報保護・ジェネリック医薬品希望シール作
成　16,981,416件
⑨基準収入額適用申請書作成　150,500件
⑩基準収入額適用申請書（記入例）作成　150,500件
⑪本人確認書類貼付台紙マイナンバーによる課税
情報等の確認申出書作成　150,500件
⑫任意継続ご加入者のしおり作成　404,916件
⑬任意継続案内チラシ作成　404,916件
⑭口座振替申出書作成　82,416件
⑮長３封筒作成　8,994,166件
⑯角２封筒作成　　501,666件
⑰角０封筒（マチ付き）作成　　32,250件
⑱封入封緘（封筒１件あたり）　9,528,083件
予定額1,083,804,876円（税抜額）
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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（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　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

全国健康保険協会被保険者証等作
成発送業務委託
西日本分　一式

H30.12.28

①10,000,000円
②＠7.00円
③＠2.50円
④＠1.00円
⑤＠3.15円
⑥＠7.65円
⑦＠7.50円
⑧＠4.50円
⑨＠5.60円
⑩＠5.00円
⑪＠5.00円
⑫＠10.85円
⑬＠7.50円
⑭＠14.00円
⑮＠3.75円
⑯＠20.00円
⑰＠93.75円
⑱＠75.50円

(すべて税抜額）

一般競争入札
（総合評価）

H34(2022).12.31
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

予定数量
①初期構築費用　一式
②被保険者証作成　　16,981,416件
③送付書（台紙）作成　9,227,083件
④受理通知書作成　404,916件
⑤保険料納付書作成　734,583件
⑥高齢受給者証兼送付書作成　842,083件
⑦案内チラシ　9,227,083件
⑧個人情報保護・ジェネリック医薬品希望シール作
成　16,981,416件
⑨基準収入額適用申請書作成　150,500件
⑩基準収入額適用申請書（記入例）作成　150,500件
⑪本人確認書類貼付台紙マイナンバーによる課税
情報等の確認申出書作成　150,500件
⑫任意継続ご加入者のしおり作成　404,916件
⑬任意継続案内チラシ作成　404,916件
⑭口座振替申出書作成　82,416件
⑮長３封筒作成　8,994,166件
⑯角２封筒作成　　501,666件
⑰角０封筒（マチ付き）作成　　32,250件
⑱封入封緘（封筒１件あたり）　9,528,083件
予定額1,083,804,876円（税抜額）
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）

全国健康保険協会健康保険システム適
用・徴収・現金給付等アプリケーション及
び法3条第2項被保険者システム開発に
おいて使用するソフトウェア（Objectｃ
Works+）保守に関する契約書

H25.11.13
⇒変更契約
H30.12.28

60,000,000円
（H30.12.28変更後）

68,500,000円
（税抜額）

一般競争入札
（総合評価）

H31（2019）.12.31
全国健康保険協会の
指定する場所

株式会社野村総合研究所
東京都千代田区大手町1-9-2

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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（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　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

全国健康保険協会健康保険システム保
険事業アプリケーション及び法3条第2項
被保険者システム開発において使用する
ソフトウェア（ObjectｃWorks+）保守に関す
る契約書

H25.11.13
⇒変更契約
H30.12.28

60,000,000円
（H30.12.28変更後）

68,500,000円
（税抜額）

一般競争入札
（総合評価）

H31（2019）.12.31
全国健康保険協会の
指定する場所

株式会社野村総合研究所
東京都千代田区大手町1-9-2

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）

特定健診受診案内の動画広告企画制
作・配信業務委託

H31.1.18 2.808,000円
一般競争入札
（総合評価）

H31.3.31
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

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

備蓄品の購入　　　数量4,688人分 H31.2.4 7,594,560円 一般競争入札 H31.3.20
全国健康保険協会の
指定する場所

株式会社エム・ビー・アイ
東京都中央区日本橋浜町2-62-6

RPA本格導入に向けた開発業務　一式
（平成30年度分）

H31.2.14 3,358,800円 一般競争入札 H31.3.31
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
東京都江東区豊洲3-3-3

平成31年度健診申込書等の梱包・発送
業務委託

H31.2.14
①梱包料　＠166.00円
②運送料　＠583円他

　（税抜額）
一般競争入札 H31.3.6

全国健康保険協会の
指定する場所

株式会社イシカワコーポレーション
東京都江戸川区中葛西5-32-8

予定数量　17.586包
予定額（税込額）14,907,772円
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（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　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

平成31年度健診関係パンフレット等の梱
包・発送業務委託

H31.2.18
①梱包料　＠91.00円
②運送料　＠632円他

（税抜額）
一般競争入札 H31.3.6

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

予定数量　21,006包
予定額（税込額）9,340,561円
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（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　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

1.77,495,400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

（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
①1,540,000円
②＠15,000円
③＠20,000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
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
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
対応に係る費用一式
①特定保健指導利用券（制度改正関連）　一式
②保健指導案内文書（支部要望関連）　一式
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
費用一式
①外部送信用ディレクトリ構成変更のシステム改修　一式

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

一般競争入札
（総合評価）

H31(2019).5.31
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
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（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　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

（H31.2.27変更後）
7.①460,000円
②1,630,000円
8.　393,750円
（全て税抜額）

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）588,166,778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
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
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
対応に係る費用一式
①特定保健指導利用券（制度改正関連）　一式
②保健指導案内文書（支部要望関連）　一式
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
費用一式
①外部送信用ディレクトリ構成変更のシステム改修　一式

予定額（税込）
（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）588,166,778円

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

一般競争入札
（総合評価）

H31(2019).5.31
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

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

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

（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
①1,540,000円
②＠15,000円
③＠20,000円

（H31.2.27変更後）
7.①460,000円
②1,630,000円
8.　393,750円
（全て税抜額）

一般競争入札
（総合評価）

H31(2019).5.31
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
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（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　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

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
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
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
対応に係る費用一式
①特定保健指導利用券（制度改正関連）　一式
②保健指導案内文書（支部要望関連）　一式
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
費用一式
①外部送信用ディレクトリ構成変更のシステム改修　一式

予定額（税込）
（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）588,166,778円

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

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

（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
①1,540,000円
②＠15,000円
③＠20,000円

（H31.2.27変更後）
7.①460,000円
②1,630,000円
8.　393,750円
（全て税抜額）

一般競争入札
（総合評価）

H31(2019).5.31
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



40

（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　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

全国健康保険協会被保険者証等作成発
送委託業務
東日本分　一式

H26.5.19
⇒変更契約

H27.3.30
⇒変更契約

H27.4.30
⇒変更契約

H27.8.12
⇒変更契約
H27.12.18

⇒変更契約
H28.2.15

⇒変更契約
H28.3.31

⇒変更契約
H30.2.5

⇒変更契約
H31.2.20

（変更前）
①52,200,000円

②＠7円
③＠2.5円
④＠0.88円
⑤＠3.13円
⑥＠7.65円
⑦＠5円

⑧＠4.85円
⑨＠5円

⑩＠10.88円
⑪＠14.69円
⑫＠3.75円
⑬＠25.88円
⑭＠93.75円
⑮＠104円

（H27.3.30変更後）
1.①～⑮同上
2.22,479,900円

（H27.4.30変更分）
1.①～⑮同上

2.①22,479,900円
②28,521,100円

（H27.8.12変更後）
1.①～⑮同上
⑯＠8,500円

2.同上
3.1,275,000円

一般競争入札
（総合評価）

H31(2019).5.31
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

予定数量
（変更前）
①初期構築費用　一式
②被保険者証作成　19,171,000件
③送付書（台紙）作成　8,961,000件
④受理通知書作成　676,000件
⑤保険料納付書作成
880,000件
⑥高齢受給者証（兼送付書）作成　576,000件
⑦個人情報保護・ジェネリックシール作成　19,171,000件
⑧基準収入適用申請書作成　87,000件
⑨基準収入適用申請書（記入例）作成　87,000件
⑩任意継続のしおり作成　676,000件
⑪口座振替申出書作成　204,000件
⑫長3封筒作成　7,794,000件
⑬角2封筒作成　108,000件
⑭角0封筒作成　2,000件
⑮封入封緘　7,904,000件
（H27.3.30変更後）
1.①～⑮同上
2.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）
1.①～⑮同上
2.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
（H27.8.12変更後）
1.①～⑮同上
⑯コンタクトシステムFAX問い合わせ対応（営業日1日あた
り）※70営業日
2.同上
3.受領データの仕様変更に伴う追加費用
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（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　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

（前項の続き） （H27.12.18変更後）
1.①～⑯まで同上

⑰＠8,400円
2.～3.同上

（H28.2.15変更後）
1.①～⑰まで同上

⑱＠6.25円
2.～3.同上

（H28.3.31変更後）
1.①～⑱まで同上

2～3同上
（H30.2.5変更後）

1.①～⑦、⑧～⑱まで同上⑧
＠4.85円

2.～3.同上
（H31.2.20変更後）

1.～3.同上
4.①950,000円
②3,140,000円
③＠65.00円

（全て税抜額）

（H27.12.18変更後）
1.①～⑯同上
⑰コンタクトシステムFAX問い合わせ対応（利用日1日あた
り）※最大80日
2.～3.同上
（H28.2.15変更後）
1.①～⑰同上
⑱同封物臨時封入対応　52,532件
（H28.3.31変更後）
1.①～⑯同上
⑰コンタクトシステムFAX問い合わせ対応（利用日1日あた
り）※最大161日
（H30.2.5変更後）
1.①～⑦、⑧～⑱同上
⑧基準収入適用申請書（記入例）
～平成30年1月　作成　35,000件
平成30年2月～平成31年5月　作成52,000件
2～3同上
（Ｈ31.2.20変更後）
1.～3.同上
4.解散健保組合被保険者証発行：特別対応費一式
①プログラム改修費用等　一式
②特別スケジュール対応費
③ちらし作成費　予定数量500件
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（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　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

（前項の続き） 予定額（税込額）
（変更前）1,272,072,394円
（H27.3.30変更後）
1,296,350,686円
（H27.4.30変更後）
1,327,153,474円
（H27.8.12変更後）
1,329,173,074円
（H27.12.18変更後）
1,329,898,834円
（H28.2.15変更後）
1,330,253,425円
(H30.2.5変更後）
1,331,072,497円
（Ｈ31.2.20変更後）
1,335,524,797円
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（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　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

全国健康保険協会被保険者証等作成発
送委託業務　西日本分　一式

H26.5.19
⇒変更契約

H27.3.30
⇒変更契約

H27.4.30
⇒変更契約

H27.8.12
⇒変更契約
H27.12.18

⇒変更契約
H28.2.15

⇒変更契約
H28.3.31

⇒変更契約
H30.2.5

⇒変更契約
H31.2.20

（変更前）
①52,200,000円

②＠7円
③＠2.5円
④＠0.88円
⑤＠3.13円
⑥＠7.65円
⑦＠5円

⑧＠4.85円
⑨＠5円

⑩＠10.88円
⑪＠14.69円
⑫＠3.75円
⑬＠25.88円
⑭＠93.75円
⑮＠104円

（H27.3.30変更後）
1.①～⑮同上
2.22,479,900円

（H27.4.30変更分）
1.①～⑮同上

2.①22,479,900円
②28,521,100円

（H27.8.12変更後）
1.①～⑮同上
⑯＠8,500円

2.①22,479,900円
②28,521,100円
3.1,275,000円

一般競争入札
（総合評価）

H31(2019).5.31
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

予定数量
（変更前）
①初期構築費用　一式
②被保険者証作成　19,171,000件
③送付書（台紙）作成　8,961,000件
④受理通知書作成　676,000件
⑤保険料納付書作成
880,000件
⑥高齢受給者証（兼送付書）作成　576,000件
⑦個人情報保護・ジェネリックシール作成　19,171,000件
⑧基準収入適用申請書作成　87,000件
⑨基準収入適用申請書（記入例）作成　87,000件
⑩任意継続のしおり作成　676,000件
⑪口座振替申出書作成　204,000件
⑫長3封筒作成　7,794,000件
⑬角2封筒作成　108,000件
⑭角0封筒作成　2,000件
⑮封入封緘　7,904,000件
（H27.3.30変更後）
1.①～⑮同上
2.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
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（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　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

（前項の続き） （H27.12.18変更後）
1.①～⑯まで同上

⑰＠8,400円
2.～3.同上

（H28.2.15変更後）
1.①～⑰まで同上

⑱＠6.25円
2.～3.同上

（H28.3.31変更後）
1.①～⑰同上

2～3同上
（H30.2.5変更後）

1.①～⑦、⑧～⑱まで同上⑧
＠4.85円

2.～3.同上
（H31.2.20変更後）

1.～3.同上
4.①950,000円
②3,140,000円
③＠65.00円

（全て税抜額）

（H27.4.30変更後）
1.①～⑮同上
2.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
（H27.8.12変更後）
1.①～⑮同上
⑯コンタクトシステムFAX問い合わせ対応（営業日1日あた
り）※70営業日
2.同上
3.受領データの仕様変更に伴う追加費用
（H27.12.18変更後）
1.①～⑯同上
⑰コンタクトシステムFAX問い合わせ対応（利用日1日あた
り）※最大80日
2.～3.同上
（H28.2.15変更後）
1.①～⑰同上
⑱同封物臨時封入対応　52,532件
（H28.3.31変更後）
1.①～⑯同上
⑰コンタクトシステムFAX問い合わせ対応（利用日1日あた
り）※最大161日
⑱、2～3同上
（H30.2.5変更後）
1.①～⑦、⑧～⑱同上
⑧基準収入適用申請書（記入例）
～平成30年1月　作成　35,000件
平成30年2月～平成31年5月　作成52,000件
2～3同上
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（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　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

（前項の続き） （Ｈ31.2.20変更後）
1.～3.同上
4.解散健保組合被保険者証発行：特別対応費一式
①プログラム改修費用等　一式
②特別スケジュール対応費
③ちらし作成費　予定数量500件

予定額（税込額）
（変更前）1,272,072,394円
（H27.3.30変更後）1,296,350,686円
（H27.4.30変更後）
1,327,153,474円
（H27.8.12変更後）
1,329,173,074円
（H27.12.18変更後）
1,329,898,834円
（H28.2.15変更後）
1,330,253,425円
（H28.3.31変更後）
1,330,988,257円
（H30.2.5変更後）
1,331,072,497円
（Ｈ31.2.20変更後）
1,335,524,797円

GIS勉強会における備品（パソコン）のレン
タル 数量　25台 H31.3.18 1,139,400円 一般競争入札 H31.3.27

全国健康保険協会の
指定する場所

ＥＳＲＩジャパン株式会社
東京都千代田区平河町2-7-1
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（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　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

腹囲計測用メジャー作成業務委託 　数量
103,300個

H31.3.19 3,659,299円 一般競争入札 H31.4.10
全国健康保険協会の
指定する場所

株式会社東京法規出版
東京都文京区本駒込2-29-22

全国健康保険協会本支部で使用する複
写機の賃貸借及び保守業務委託　数量
51台

H31.3.20

（1）複写機の賃貸借
　①＠500円／月
　②＠500円／月
　③＠500円／月

（2）保守費用
　①（ア）＠2.80円/枚
　　 （イ）＠0.72円/枚

  ②＠0.72円/枚
  ③＠0.72円/枚

　(税抜額）

一般競争入札 H36(2024).3.31
全国健康保険協会の
指定する場所

コニカミノルタジャパン株式会社
東京都港区芝浦1-1-1

予定数量
（1）複写機の賃貸借料
  ①60枚／分機（フルカラー）フィニッシャー有　1台
  ②60枚／分機（ﾓﾉｸﾛ）フィニッシャー有　40台
  ③60枚／分機（ﾓﾉｸﾛ）フィニッシャー無　10台
 （2）保守費用
  ①60枚／分機（フルカラー）フィニッシャー有
　　（ア）フルカラー 26,400枚／月
  　（イ）モノクロ　39,600枚／月
  ②60枚／分機（ﾓﾉｸﾛ）フィニッシャー有　452,500枚／月
  ③60枚／分機（ﾓﾉｸﾛ）フィニッシャー無　89,000枚／月
予定額31,068,720円（税抜額）
※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）

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30年度分）

H31.3.28

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

⑩150,000円
　(税抜額）

一般競争入札 H31.3.31
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

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
⑩初期費用　 一式
予定額1,643,047円（税込額）
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（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　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

自動車保険（任意保険） H31.3.29 2,427,470円 一般競争入札 Ｈ32（2020）.4.1
全国健康保険協会
の指定する場所

三井住友海上火災保険株式会社
東京都千代田区神田駿河台3-9

保健指導用帳票等の作成業務委託 H31.3.29 1,002,240円 一般競争入札 H31.4.10
全国健康保険協会
の指定する場所

光村印刷株式会社
東京都品川区大崎1-15-9

①生活習慣についてのおたずね 数量292,250部
②体重測定表    数量4,400部
③生活記録票カレンダー  数量2,800部
④連絡先のおたずね   数量52,950部
⑤あなたの健診結果は大丈夫？CKD 数量5,550部

安否確認サービスの導入及び運用
業務委託　一式

H31.3.29

（1）＠0円
 　 （2）152,000円/月

（（2）内訳
①＠64,000円/月

②＠16円
③＠0円
④＠0円）

（全て税抜額）

一般競争入札 H34(2022).3.31
全国健康保険協会
の指定する場所

セコムトラストシステムズ株式会社
東京都渋谷区神宮前1-5-1

予定数量
（1）初期費用　一式
（2）運用費用（月額）予定利用月数36ヶ月
   （運用費用（月額）内訳）
　　　①基　本　料　金
　　　②利用者サービス料　5,500名
　　　③管理者サービス料　370名
　　　④同時利用者サービス料　70名
予定額5,472,000円（税抜額）
※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）


