
[様式６]

（令和2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

文書等の保管及び管
理等に関する業務委
託

平成31年4月1日

①保管料　40円
②新規入庫・保管料（個人
　 情報を含む・追加）　40円
③新規入庫・保管料（個人
   情報を含まない・追加）
 　40円
④入庫料　10円
⑤出庫料（個人情報を含む）
　10円
⑥出庫料（個人情報を含ま
   ない）　10円
⑦抽出料　0円
⑧出庫料（廃棄のための出
   庫）　10円
⑨閲覧料　0円
⑩配送料
　（ア1～49箱/日）　300円
　（イ50～100箱/日）
  15,000円
　（ウ101～200箱/日）
  20,000円
⑪搬出料一式（受託業者
   変更時）　0円
（すべて税抜）

一般競争 令和3年9月30日
茨木市宮島2-3-1
株式会社ヤマタネ関西支店
北大阪営業所

神戸市中央区湊島6-3
株式会社ヤマタネ関西支店

契約金額：
1箱当たりの単価
予定数量：
①636,300箱
②12,000箱
③1,000箱
④630箱
⑤600箱
⑥600箱
⑦15,000件
⑧10,500箱
⑨600箱
⑩ア4,200箱
　 イ30回
　 ウ30回
予定金額：
28,405,300円（税抜）

令和元(2019)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
大阪市西区靱本町１－１１－７



[様式６]

（令和2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

令和元(2019)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
大阪市西区靱本町１－１１－７

健康保険関係届書
等・診療報酬明細書
の搬送業務委託

平成31年4月1日

①健康保険関係届等
＠14,900円（税抜）
②診療報酬明細書
＠550円（税抜）

一般競争 令和2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

契約金額：
①搬送車両1台当たりの
単価
②1箱当たりの単価
予定数量：
①2台／日×240日
②120箱
予定金額：7,218,000円
（税抜）

弁護士対応による債
権回収催告等の業務
委託

平成31年4月1日 1,800円（税抜） 一般競争 令和2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

契約金額：
債務者1人当たりの単価
予定数量：1か月あたり
180件～210件までを上
限とする
予定金額：4,536,000円
（税抜）

特定保健指導の利用
勧奨業務及び一般事
務業務に係る労働者
派遣

平成31年4月1日 1,260円（税抜） 一般競争 令和2年3月31日 全国健康保険協会大阪支部

大阪市北区西天満6-7-2
新日本梅新ビル4階
ロジスティック・プランニング・
スタッフ株式会社

契約金額：
派遣労働者1人当たりの
時間単価
予定時間：12,192時間
派遣労働者数：6名また
は8名
予定金額：15,361,920円
（税抜）



[様式６]

（令和2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

令和元(2019)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
大阪市西区靱本町１－１１－７

「2019年度納入告知
書同封チラシ」印刷・
加工業務

平成31年4月10日 1.52円（税抜） 一般競争 令和2年3月31日

①千葉県野田市七光台170
  光ビジネスフォーム株式
  会社  野田工場
②埼玉県比企郡川島町八幡
   6-13-2
  共同印刷株式会社　川島
  ソリューションセンター
③全国健康保険協会大阪
   支部

大津市月輪1-9-33
大津紙業写真印刷株式会社

契約金額：1枚当たりの
単価
予定数量：
1,860,000枚
予定金額：
2,827,200円（税抜）

2019年度一般定期健
康診断等業務委託

平成31年4月11日

①一次検査　5,200円
②二次検査
　胸部エックス線検査
　1,000円
　喀痰検査　2,000円
　尿検査　300円
　貧血検査　200円
　肝機能検査　700円
　血中脂質検査　700円
　血糖検査　200円
　心電図検査　1,000円
③VDT健康診断 2,500円
④雇入時健康診断
　7,700円

一般競争 令和2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

契約金額：1人当たりの
単価
予定数量：
①120名
②各1名
③40名
④6名
予定金額：
776,300円（税抜）



[様式６]

（令和2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

令和元(2019)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
大阪市西区靱本町１－１１－７

「健康保険委員だよ
り」等の印刷・加工業
務

平成31年4月12日

①健康保険委員だより
　16円（税抜）
②健康保険委員向け研修会
  資料　11.4円　（税抜）

一般競争 令和2年3月31日 全国健康保険協会大阪支部
岐阜県大垣市西外側町2-15
ニホン美術印刷株式会社

契約金額：
1枚当たりの単価
予定数量：
①20,000枚
②10,000枚
予定金額：
434,000円（税抜）

集団健診案内の作
製・封入・封緘・発送
業務委託

平成31年4月22日 7,509,645円（税込） 一般競争 令和1年6月30日
大阪市平野区川辺3-14-5
株式会社イムラ封筒　平野
事務所

大阪市中央区難波5-1-60
株式会社イムラ封筒

2019年度特定健康診
査（集団形式）にかか
る申込受付委託業務

平成31年4月25日 29,212,370円（税込）
一般競争(総合

評価落札方
式）

令和2年2月29日

大阪市北区豊崎3-17-21
豊崎ビル
株式会社　ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨﾏｰｹﾃｨ
ﾝｸﾞｱｸﾄ

大阪市都島区東野田町4-
15-82
株式会社　ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨﾏｰｹﾃｨ
ﾝｸﾞｱｸﾄ

内訳：
①前期　20,392,020円
（税込）
②後期　8,820,350円（税
込）

「健康保険委員だよ
り」の封入封緘および
発送業務委託

平成31年4月26日 23.70円（税抜） 一般競争 令和2年3月31日
大阪市此花区島屋4-4-51
ＳＧシステム株式会社　関西
支店

京都府京都市南区上鳥羽角
田町25
ＳＧシステム株式会社

契約金額：
1枚当たりの単価
予定数量：21,080部
予定金額：499,596円（税
抜）



[様式６]

（令和2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

令和元(2019)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
大阪市西区靱本町１－１１－７

郵便開封仕分け業務
委託

令和1年5月20日 14,568,660円（税込）
一般競争(総合

評価落札方
式）

令和2年5月29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
丁目７番１２号
テルウェル西日本株式会社

柔道整復施術療養費
支給申請書の磁気媒
体化等業務委託　一
式

令和1年5月20日 35円(税抜） 一般競争 令和1年9月30日

大阪市福島区大開2-3-1
パネ協大阪センタービル4階
シティー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
シティーコンピュータ株式会
社

契約金額：
1枚当たりの委託単価
予定数量：
75,000件
予定金額：
2,625,000円（税抜）

2019年度　特定健康
診査関連業務及び任
意継続加入者への健
診関連業務案内印
刷・封入・封緘業務委
託

令和1年5月23日

①特定健康診査関連
　業務案内等
　18円/件
②任意継続加入者への
　健診関連業務案内等
　41円/件

一般競争 令和2年2月29日

広島県広島市南区大州5-1-
1
株式会社ユニバーサルポス
ト　イーストオフィス

広島県広島市西区商工セン
ター7丁目5番52号
株式会社　ユニバーサルポ
スト

契約金額：
1件当たりの委託単価
予定数量：
①80,000件
②33,000件
予定金額：
2,793,000円（税抜）

大阪支部総合パンフ
レットの改元等に伴う
一部修正及び増刷業
務　一式

令和1年5月30日 918,000円（税込） 一般競争 令和1年7月26日

①全国健康保険協会大阪支
部
②茨木市宮島2-3-1
株式会社ﾔﾏﾀﾈ関西支店北
大阪営業所

岐阜県大垣市久瀬川町7-5-
1
サンメッセ株式会社



[様式６]

（令和2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

令和元(2019)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
大阪市西区靱本町１－１１－７

生活習慣病予防健診
申込書前捌き業務

令和1年6月19日 53.0円（税抜） 一般競争 令和2年3月31日

大阪市福島区大開２丁目３
番１号　パネ協大阪センター
ビル　本館４館
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
シティコンピュータ株式会社

契約金額：
申請書1枚あたりの単価
予定数量：140,000件
予定額：7,420,000円（税
抜）

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
業務委託

令和1年6月25日

①集団健診案内文書等印
刷・封入・封緘・発送業務
12.54円（税抜）
②節目年齢者への健診案内
文書等印刷・封入・封緘・発
送業務
58.65円（税抜）

一般競争 令和2年1月31日

大阪市此花区北港１丁目１
番１
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

契約金額：
発送物1部あたりの単価
予定数量：
①650,000件
②17,000件
予定額：9,148,050円（税
抜）

新規適用事業所等に
対する健診案内文書
等の作成業務

令和1年7月10日 691,200円（税込） 一般競争 令和1年9月30日
滋賀県大津市月輪1-9-33
大津紙業写真印刷株式会社

滋賀県大津市月輪1-9-33
大津紙業写真印刷株式会社

10,300部等

2020年協会けんぽ大
阪支部卓上カレン
ダーの作成業務委託

令和1年9月13日 1,446,720円（税込） 一般競争 令和1年11月15日

①茨木市宮島2-3-1
株式会社ﾔﾏﾀﾈ関西支店北
大阪営業所
②全国健康保険協会大阪支
部

北海道札幌市中央区南10条
西8丁目4-1
株式会社プリプレス・セン
ター

8,000部



[様式６]

（令和2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

令和元(2019)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
大阪市西区靱本町１－１１－７

集団健診案内（後期）
の作製・封入・封緘・
発送業務委託

令和1年10月3日 5,706,848円（税込） 一般競争 令和1年12月3日
大垣市久瀬川町7-5-1
サンメッセ株式会社本社工
場

大垣市久瀬川町7-5-1
サンメッセ株式会社

253,800部

特定健康診査受診券
等の封入・封緘業務

令和1年10月15日

①送付書の作製
1.30円/件（税抜）
②健診実施機関リストの作製
6.07円/件（税抜）
③封入・封緘・発送業務
3.66円/件（税抜）

一般競争 令和2年3月31日
大垣市久瀬川町7-5-1
サンメッセ株式会社本社工
場

大垣市久瀬川町7-5-1
サンメッセ株式会社

契約金額：
発送物1部あたりの単価
予定数量：
①365,000枚
②385,000枚
③365,000通
予定金額：4,562,085円

生活習慣病予防健診
申込書等の封入・封
緘業務

令和1年11月8日 7,216,000円（税込） 一般競争 令和2年3月31日
京都府宇治市槇島町130-16
東洋印刷株式会社　第5工
場

京都市中京区壬生桧町20
東洋印刷株式会社

165,000部

生活習慣病予防健診
案内文書のデザイン・
レイアウト作成及び印
刷等業務委託

令和2年1月28日 5,196,763円（税込） 一般競争 令和2年3月31日
岐阜県大垣市西外側町2-15
ニホン美術印刷株式会社

岐阜県大垣市西外側町2-15
ニホン美術印刷株式会社

1,546,000枚



[様式６]

（令和2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

令和元(2019)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
大阪市西区靱本町１－１１－７

保険料率改定の周知
に係る新聞広告の掲
載業務

令和2年3月5日 3,586,000円（税込） 一般競争 令和2年3月31日
大阪府内に配布される毎日
新聞、産経新聞及び朝日新
聞

大阪市北区中之島2-3-18
株式会社朝日エリア・アド


