
[様式６]

（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

特定健康診査（集団
健診）にかかる申込受
付及び受診勧奨業務

平成30年4月1日 ¥16,604,151
一般競争入札
（総合評価落札方
式）

平成30年7月31日
大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70パー
クスタワー22Ｆ
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
りらいあコミュニケーションズ
株式会社

弁護士対応による債
権回収催告等の業務
委託

平成30年4月2日
1,800円/債務者１人

あたり(税抜）
一般競争入札

平成31年3月31日
大阪市北区西天満3-14-16
西天満パークビル3号館7階
弁護士法人　エートス

大阪市北区西天満3-14-16
西天満パークビル3号館7階
弁護士法人　エートス

単価契約
契約金額は債務者１人あ
たりの単価
予定数量：1,200件
予定金額：2,332,800円
(税込）

特定保健指導の利用
勧奨業務にかかる労
働者派遣

平成30年4月2日 1,238円/時間（税抜）
一般競争入札

平成31年3月29日 全国健康保険協会大阪支部
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル
株式会社　キャリア

単価契約
契約金額は1名時間当た
りの時給単価
8時間／日×244日×4名
予定金額：10,439,608円
（税込）

健康保険届書等・診
療報酬明細書の搬送
業務委託

平成30年4月2日

①健康保険関係届書
等　13,800円/台(税

抜）
②診療報酬明細書
400円/箱(税抜）

一般競争入札
平成31年3月31日 全国健康保険協会大阪支部

大阪市平野区長吉川辺3-
12-8
ＪＳ関西株式会社

単価契約
契約金額①は搬送車両1
台あたり単価
②は１箱あたりの単価
予定数量：①2台/日×
244日　②120箱
予定金額：7,324,992円

平成30年度納入告知
書同封チラシ　印刷・
加工業務

平成30年4月2日 1.27円/枚(税抜）
一般競争入札

平成31年3月31日

①奈良県生駒郡安堵町大字窪田1135番
地7
東洋紙業奈良物流センター
②埼玉県比企郡川島町八幡6-13-2
川島ソリューションセンター　生産管理課
③全国健康保険協会大阪支部企画総務
グループ

大津市月輪１丁目９番３３号
大津紙業写真印刷株式会社

単価契約
契約金額は1枚当たりの
単価
予定数量…1,800,000枚
予定金額：2,468,880円
（税込）

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
全国健康保険協会大阪支部
分任契約責任者　近藤　浩之
大阪市西区靭本町１－１１－７
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生活習慣病予防健診
申込書前捌き業務
一式

平成30年4月2日 40.0円/枚(税抜）
一般競争入札

平成31年6月30日 全国健康保険協会大阪支部
大阪市福島区大開2-3-1
シティコンピュータ株式会社

単価契約
契約金額は1枚当たりの
単価
予定数量…280,000枚
予定金額：12,096,000円

平成30年度一般定期
健康診断等の業務委
託

平成30年4月18日
一般定期健康診断一
次検査　5,700円/名

(税抜）　等

一般競争入札
平成31年3月31日 全国健康保険協会大阪支部

大阪市福島区玉川2-12-16
医療法人　健昌会

単価契約
契約金額は一般定期健
康診断一次検査１人あた
りの単価
予定数量：120名　等
予定金額：871,452円

郵便物の開封・仕分け
等の業務委託

平成30年5月23日 ¥12,312,000
一般競争入札
（総合評価落札方
式）

平成31年5月31日 全国健康保険協会大阪支部
大阪市中央区森ノ宮中央1-
7-12
テルウェル西日本株式会社

新規適用事業所に対
する健診案内文書の
作成・封入封緘・発送
業務

平成30年6月22日 ¥2,157,300 一般競争入札 平成31年1月31日
大阪市此花区島屋4-4-51
SGシステム株式会社

京都府京都市南区上鳥羽角
田町25
SGシステム株式会社

生活習慣病予防健診
個人宛案内文書の印
刷・封入・封緘・発送
業務

平成30年7月25日 ¥5,242,212 一般競争入札 平成31年1月31日
大阪市此花区北港1丁目1番1号
株式会社　アド・ダイセン
関西第一メールセンター

大阪市西区阿波座1丁目3番
15号
ＪＥＩ西本町ビル７階
株式会社　アド・ダイセン

大阪市内の被扶養者
に対する健診案内文
書の作成・封入封緘・
発送業務

平成30年7月31日 ¥1,360,800 一般競争入札 平成30年10月31日
奈良県磯城郡川西町吐田735
東洋紙業株式会社　奈良工業

大阪市浪速区芦原1丁目3番
18号
東洋紙業株式会社
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平成30年度無効被保
険者証カード等の産
業廃棄物の運搬・処
理業務

平成30年9月3日
処分　50円/ｋｇ

運搬　15,000円/回
（税抜）

一般競争入札 平成31年3月31日
門真市四宮6-4
大阪紙業株式会社　第二事業所

門真市四宮4-2-41
大阪紙業株式会社

単価契約
予定数量：処分12,600ｋｇ
             運搬　8回/年
予定金額：810,000円

平成30年度下期　特
定健康診査（集団健
診）申込受付委託業
務

平成30年10月23日 ¥8,166,960
一般競争入札
（総合評価落札方
式）

平成31年1月31日
大阪市浪速区湊町1-2-3
ﾏﾙｲﾄ難波ﾋﾞﾙ19階
株式会社　ＫＤＤＩエボルバ

東京都新宿区西新宿2丁目3
番2号
株式会社　ＫＤＤＩエボルバ

集団健診案内の作
成・封入・封緘・発送
業務

平成30年10月24日 ¥4,482,453
一般競争入札

平成30年12月4日
大阪市此花区北港1丁目1番1号
株式会社　アド・ダイセン
関西第一メールセンター

大阪市西区阿波座1丁目3番
15号
ＪＥＩ西本町ビル７階
株式会社　アド・ダイセン

生活習慣病予防健診
申込等の封入・封緘
業務

平成31年1月30日 ¥7,084,800 一般競争入札 平成31年3月31日 京都府宇治市槇島町130-16
京都市中京区壬生桧町20
東洋印刷株式会社

特定健康診査受診券
の封入・封緘業務

平成31年1月24日 ¥4,212,200 一般競争入札 平成31年3月31日 京都府久世郡久御山町栄2-1-204
大阪市中央区平野町2-1-
2(沢の鶴ビル）
共同印刷西日本株式会社

全国健康保険協会大
阪支部総合パンフレッ
ト作成等業務委託

平成31年2月15日 ¥1,146,960
一般競争入札
（総合評価落札方
式）

平成31年3月29日 大阪市西区江戸堀2-7-32-3F
大阪市西区江戸堀2-7-32-
3F株式会社大阪デジタル広
告社
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生活習慣病予防健診
案内文書等の作成業
務

平成31年2月13日 ¥4,529,520 一般競争入札 平成31年3月6日

①京都府宇治市槇島町二十四48-1
東洋印刷株式会社　出荷場
②全国健康保険協会大阪支部保健グ
ループ
③全国健康保険協会大阪支部が指定す
る健診機関（約210ヶ所）

大阪府柏原市本郷5-6-25
株式会社近畿印刷センター

電話交換機及び電話
機更新作業一式の業
務委託

平成31年2月20日 ¥4,449,600 一般競争入札 平成31年3月31日 全国健康保険協会大阪支部
大阪市北区菅原町４番３号
東陽工業株式会社大阪支店

保険料率改定の周知
に係る新聞広告の掲
載業務

平成31年3月11日 ¥3,801,600 一般競争入札 平成31年3月31日
大阪府内に配布される産経新聞及び朝日
新聞

大阪市北区梅田3丁目4番5
号
大毎広告株式会社


