
別紙１

契約事務取扱細則第２６条の２に基づく競争入札に係る情報の公表（工事）

【独立行政法人国立病院機構　兵庫あおの病院】

工事の名称、場所、期間及び種別 経理責任者の氏名、名称及び所在地 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・指名競争入札・公募
型企画競争の別

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％）
再就職の
役員の数

備考



別紙２

契約事務取扱細則第２６条の２に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

【独立行政法人国立病院機構　兵庫あおの病院】

物品等又は役務の名称及び数量 経理責任者の氏名、名称及び所在地 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札・公募型企

画競争の別
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％）

再就職の
役員の数

備考

患者給食及び食器洗浄業務請負
契約

独立行政法人　国立病院機構
兵庫あおの病院　院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926－453

令和2年10月1日
富士産業株式会社
東京都港区新橋5-32-7

一般競争入札 － 124,660,800 － －
契約期間
R3.4.1～R6.3.31

院内保育所運営業務委託一式
独立行政法人　国立病院機構
兵庫あおの病院　院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926－453

令和2年11月11日
株式会社メアリーポピンズ
神戸市中央区元町通3-17-8

公募型企画競争 － 94,604,400 － －
契約期間
R3.4.1～R6.3.31

人工呼吸器（BiPAP A40）他4件賃
貸借

独立行政法人　国立病院機構
兵庫あおの病院　院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926－453

令和3年3月5日
宮野医療器株式会社
兵庫県神戸市中央区楠町５－４
－８

一般競争入札 － 22,661,760 － －
単価契約
契約期間
R3.4.1～R4.3.31

令和３年度給食用材料単価契約
独立行政法人　国立病院機構
兵庫あおの病院　院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926－453

令和3年3月8日
株式会社ケーエスケー
兵庫県加東市下滝野1-110

一般競争入札 － 12,981,367 － －
単価契約
契約期間
R3.4.1～R4.3.31

令和３年度給食用材料単価契約
独立行政法人　国立病院機構
兵庫あおの病院　院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926－453

令和3年3月8日

株式会社メディセオ
東京都中央区八重洲二丁目7番
15号

一般競争入札 － 7,685,280 － －
単価契約
契約期間
R3.4.1～R4.3.31

令和３年度給食用材料単価契約
独立行政法人　国立病院機構
兵庫あおの病院　院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926－453

令和3年3月8日
神戸医師協同組合
兵庫県神戸市中央区神若通３丁
目２番１５号

一般競争入札 － 10,619,607 － －
単価契約
契約期間
R3.4.1～R4.3.31

第1四半期の白灯油40ＫＬの購入
独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年3月30日
植田石油株式会社株式会社
兵庫県加西市北条町167-1

一般競争入札 － 2,723,600 － －
単価契約
契約期間
R3.4.1～R3.6.30

令和3年度使用済み紙おむつ(感
染性廃棄物)処理

独立行政法人　国立病院機構
兵庫あおの病院　院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926－453

令和3年3月30日
大栄環境（株）
神戸市東灘区向洋町東２－２－４

一般競争入札 － 13,127,400 － －
単価契約
契約期間
R3.4.1～R4.3.31

令和3年度感染性廃棄物収集処
理外2件

独立行政法人　国立病院機構
兵庫あおの病院　院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926－453

令和3年3月30日
大栄環境（株）
神戸市東灘区向洋町東２－２－４

一般競争入札 － 2,438,050 － －
単価契約
契約期間
R3.4.1～R4.3.31

令和3年度一般廃棄物収集処理
独立行政法人　国立病院機構
兵庫あおの病院　院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926－453

令和3年3月30日
(有)江金商店
小野市本町１丁目２１４－２

一般競争入札 － 1,927,200 － －
単価契約
契約期間
R3.4.1～R4.3.31



別紙２

契約事務取扱細則第２６条の２に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

【独立行政法人国立病院機構　兵庫あおの病院】

物品等又は役務の名称及び数量 経理責任者の氏名、名称及び所在地 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札・公募型企

画競争の別
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％）

再就職の
役員の数

備考

令和3度検体検査委託一式
独立行政法人　国立病院機構
兵庫あおの病院　院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926－453

令和3年3月30日
株式会社ビーエムエル姫路営業
所
姫路市南畝町２－１３７

一般競争入札 － 4,973,100 － －
単価契約
契約期間
R3.4.1～R4.3.31

令和3年度医薬品等の施設購入
アクトシン軟膏3%2個ほか200件

独立行政法人　国立病院機構
兵庫あおの病院　院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926－453

令和3年3月30日
株式会社ケーエスケー
兵庫県加東市下滝野1-110

一般競争入札 － 6,587,328 － －
単価契約
契約期間
R3.4.1～R4.3.31

令和3年度医薬品等の施設購入
アクトシン軟膏3%2個ほか200件

独立行政法人　国立病院機構
兵庫あおの病院　院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926－453

令和3年3月30日
宮野医療器株式会社
兵庫県神戸市中央区楠町5-4-8

一般競争入札 - 3,624,875 - -
単価契約
契約期間
R3.4.1～R4.3.31

令和3年度医薬品等の施設購入
アクトシン軟膏3%2個ほか200件

独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年3月30日

株式会社メディセオ
東京都中央区八重洲二丁目7番
15号

一般競争入札 － 5,657,652 － －
単価契約
契約期間
R3.4.1～R4.3.31

令和3年度医薬品等の施設購入
アクトシン軟膏3%2個ほか200件

独立行政法人　国立病院機構
兵庫あおの病院　院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926－453

令和3年3月30日
関西医療株式会社
加古川市加古川町備後３９４

一般競争入札 － 1,840,361 － －
単価契約
契約期間
R3.4.1～R4.3.31

令和３年度医療用消耗品等単価
契約

独立行政法人　国立病院機構
兵庫あおの病院　院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926－453

令和3年3月31日
株式会社ＭＭコーポレーション
東京都文京区本郷3-4-6

一般競争入札 － 2,156,619 － －
単価契約
契約期間
R3.4.1～R4.3.31

令和３年度医療用消耗品等単価
契約

独立行政法人　国立病院機構
兵庫あおの病院　院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926－453

令和3年3月31日
株式会社やよい
兵庫県姫路市古二階町３

一般競争入札 － 9,002,138 － －
単価契約
契約期間
R3.4.1～R4.3.31

令和３年度医療用消耗品等単価
契約

独立行政法人　国立病院機構
兵庫あおの病院　院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926－453

令和3年3月31日
関西医療株式会社
加古川市加古川町備後３９４

一般競争入札 － 3,301,292 － －
単価契約
契約期間
R3.4.1～R4.3.31

令和３年度医療用消耗品等単価
契約

独立行政法人　国立病院機構
兵庫あおの病院　院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926－453

令和3年3月31日
宮野医療器株式会社
兵庫県神戸市中央区楠町５－４
－８

一般競争入札 － 59,481,237 － －
単価契約
契約期間
R3.4.1～R4.3.31

令和３年度一般消耗品等単価契
約

独立行政法人　国立病院機構
兵庫あおの病院　院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926－453

令和3年3月31日
株式会社ノリムネ
兵庫県姫路市飾磨区中島3245

一般競争入札 － 3,687,889 － －
単価契約
契約期間
R3.4.1～R4.3.31



別紙２

契約事務取扱細則第２６条の２に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

【独立行政法人国立病院機構　兵庫あおの病院】

物品等又は役務の名称及び数量 経理責任者の氏名、名称及び所在地 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・指名
競争入札・公募型企

画競争の別
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％）

再就職の
役員の数

備考

令和３年度一般消耗品等単価契
約

独立行政法人　国立病院機構
兵庫あおの病院　院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926－453

令和3年3月31日
ハクゾウメディカル株式会社
大阪府大阪市中央区本町橋3-6

一般競争入札 － 17,873,434 － －
単価契約
契約期間
R3.4.1～R4.3.31

令和３年度一般消耗品等単価契
約

独立行政法人　国立病院機構
兵庫あおの病院　院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926－453

令和3年3月31日
第一電子株式会社
神戸市西区伊川谷町有瀬３０１

一般競争入札 － 2,944,733 － －
単価契約
契約期間
R3.4.1～R4.3.31

令和３年度一般消耗品等単価契
約

独立行政法人　国立病院機構
兵庫あおの病院　院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926－453

令和3年3月31日
株式会社日興商会　加古川支店
兵庫県高砂市米田町米田1161-1

一般競争入札 － 1,229,069 － －
単価契約
契約期間
R3.4.1～R4.3.31

病棟空調機分解薬品洗浄等一式
独立行政法人　国立病院機構
兵庫あおの病院　院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926－453

令和3年4月1日
株式会社シューワライフサポート
大阪府堺市中区陶器北２４４番地
の５

一般競争入札 － 3,683,350 － －
契約期間
R3.4.1～R4.3.31

第2四半期の白灯油40ＫＬの購入
独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年6月30日
シューワ株式会社
大阪府堺市中区陶器北２４４－５

一般競争入札 － 3,066,800 － －
単価契約
契約期間
R3.7.1～R3.9.30

洗濯業務外部委託契約
独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年8月5日

ワタキューセイモア(株)神戸営業
所
神戸市北区藤原台北町７丁目４
番１号　藤田建設ビル２階

一般競争入札 － 12,961,520 － －
単価契約
契約期間
R3.9.1～R6.3.31

看護衣等単価契約
独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年8月31日
株式会社カクテン屋
神戸市中央区北長挾通１－９－１
０

一般競争入札 － 1,772,485 － －
単価契約
契約期間
R3.9.1～R4.8.31

第3四半期の白灯油40ＫＬの購入
独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年9月29日

コスモエネルギーソリューションズ
(株)
東京都中央区日本橋浜町３－３
－２

一般競争入札 － 3,212,000 － －
単価契約
契約期間
R3.10.1～R3.12.31

アクトヒブ１個外４９件の購入
独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年9月30日

株式会社メディセオ
東京都中央区八重洲二丁目7番
15号

一般競争入札 － 5,335,603 － －
単価契約
契約期間
R3.10.1～R4.9.30

遠隔画像診断支援契約一式
独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年12月15日
セコム医療システム株式会社
東京都渋谷区神宮前１丁目５番１
号

一般競争入札 － 8,831,955 － －
単価契約
契約期間
R4.4.1～R7.3.31
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院内清掃等業務委託一式
独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年12月22日

株式会社オークスコーポレーショ
ン
岡山県岡山市南区豊浜町９番２４
号

一般競争入札 － 44,880,000 － －
契約期間
R4.4.1～R6.3.31

患者用衣類購入契約
独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年12月22日
株式会社カマタニ
兵庫県姫路市御国野町国分寺７
８

一般競争入札 － 3,898,675 － －
単価契約
契約期間
R4.1.1～R5.3.31

病院情報システム一式の購入及
び保守契約

独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年12月27日
（株）ソフトウェア・サービス
大阪府大阪市淀川区西宮原２丁
目６番１号

一般競争入札 － 306,460,000 － －
契約期間
R4.8.1～R11.7.31

第4四半期の白灯油40ＫＬの購入
独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年12月24日

コスモエネルギーソリューションズ
(株)
東京都中央区日本橋浜町３－３
－２

一般競争入札 － 3,256,000 － －
単価契約
契約期間
R4.1.1～R4.3.31

ベッドサイドモニタの購入
独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年12月24日
宮野医療器株式会社
兵庫県神戸市中央区楠町５－４
－８

一般競争入札 － 4,784,990 － －

病棟空調機分解薬品洗浄等一式
独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和4年3月3日
大阪府堺市中区陶器北２４４－５
(株)シューワライフサポート

一般競争入札 － 3,300,000 － －
契約期間
R4.4.1～R5.3.31

医療用防炎カーテン賃貸借
独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和4年3月8日
大阪府吹田市南吹田５丁目１番１
２号
キングラン関西(株)

一般競争入札 － 12,479,280 － －
契約期間
R4.9.1～R9.8.31



別紙３

契約事務取扱細則第２６条の２に基づく随意契約に係る情報の公表（工事）

【独立行政法人国立病院機構　兵庫あおの病院】

工事の名称、場所、期間及び種
別

経理責任者の氏名、名称及び所在地 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした理由及び会計
規程等の根拠条文

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％）
再就職の
役員の数

備考

サーバー室非常系統空調設備増
設工事

独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年11月5日
兵庫県加西市上宮木町３８７－
３６
ナカムラ電設（株）

予定価格総額が少額であるため会計規
程第52条第5項及び契約事務取扱細則
第17条の3第1項により随意契約

－ 1,325,951 － －



別紙４

契約事務取扱細則第２６条の２に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

【独立行政法人国立病院機構　兵庫あおの病院】

物品等又は役務の名称及
び数量

経理責任者の氏名、名称及び所在地 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした理由及び会計
規程等の根拠条文

予定価格
（円）

契約金額（円） 落札率（％）
再就職の
役員の数

備考

令和3年度第1四半期の給
食材料購入

独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年3月2日
神戸市西区高塚台4-3-11
尾家産業（株）

予定価格総額が少額であるため会計規
程第52条第5項及び契約事務取扱細則
第17条の3第2項により随意契約

－ 1,304,510 － －
単価契約
契約期間2021.4.1-
2021.6.30

重症心身障害児（者）理髪
業務委託一式

独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　浅香　隆久
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年3月10日

兵庫県多可郡多可町加美区寺
内98-5
兵庫県理容生活衛生同業組合
西脇支部

業務の特殊性により、地域で履行できる
業者がいないため。随契の指針18-8
会計規程第52条第4項

－ 2,160,000 － －
単価契約
契約期間2021.4.1-
2022.3.31

令和３年度上下水道の供給
独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年4月1日
小野市水道事業管理者
小野市長
小野市王子町８０６－１

会計規程第５２条６項及び政府調達特例規程第１１条
２項「他の物品をもって代替させることができない特許
権等の排他的権利に係る物品の調達をする場合にお
いて、当該調達の相手方が特定されているため」

－ 19,311,418 － －
単価契約
契約期間
R3.4.1～R4.3.31

令和3年度第2四半期の給
食材料購入

独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年5月25日
神戸市西区高塚台4-3-11
尾家産業（株）

予定価格総額が少額であるため会計規
程第52条第5項及び契約事務取扱細則
第17条の3第2項により随意契約

－ 1,147,938 － －
単価契約
契約期間2021.7.1-
2021.9.30

令和3年度第2四半期の給
食材料購入

独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年5月25日
神戸市西区見津が丘4 11-3
（株）泉平

予定価格総額が少額であるため会計規
程第52条第5項及び契約事務取扱細則
第17条の3第2項により随意契約

－ 1,133,695 － －
単価契約
契約期間2021.7.1-
2021.9.30

防犯カメラ設置作業一式
独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年5月31日
加西市上宮木町387-36
ナカムラ電設株式会社

予定価格総額が少額であるため会計規
程第52条第5項及び契約事務取扱細則
第17条の3第2項により随意契約

－ 1,489,537 - -

寝具賃貸借契約
独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年9月1日

ワタキューセイモア(株)神戸営
業所
神戸市北区藤原台北町７丁目
４番１号　藤田建設ビル２階

契約事務取扱細則第17条の４により不
落随意契約

－ 20,768,061 － －
単価契約
契約期間
R3.10.1-R6.9.30

西１病棟セントラルモニタと
ナースコール連携一式

独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年9月7日
神戸市中央区港島南町6-5-3
フクダ電子兵庫販売株式会社

予定価格総額が少額であるため会計規
程第52条第5項及び契約事務取扱細則
第17条の3第2項により随意契約

－ 1,100,000 - -



別紙４

契約事務取扱細則第２６条の２に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

【独立行政法人国立病院機構　兵庫あおの病院】

物品等又は役務の名称及
び数量

経理責任者の氏名、名称及び所在地 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした理由及び会計
規程等の根拠条文

予定価格
（円）

契約金額（円） 落札率（％）
再就職の
役員の数

備考

令和3年度第3四半期の給
食材料購入

独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年9月10日
神戸市西区高塚台4-3-11
尾家産業（株）

予定価格総額が少額であるため会計規
程第52条第5項及び契約事務取扱細則
第17条の3第2項により随意契約

－ 1,044,285 － －

単価契約
契約期間
2021.10.1-
2021.12.31

令和3年度第3四半期の給
食材料購入

独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年9月10日
神戸市西区見津が丘4 11-3
（株）泉平

予定価格総額が少額であるため会計規
程第52条第5項及び契約事務取扱細則
第17条の3第2項により随意契約

－ 1,571,039 － －

単価契約
契約期間
2021.10.1-
2021.12.31

全身用X線CT装置保守委託
独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年11月2日

兵庫県姫路市飾磨区三宅１－
１９４－２
キヤノンメディカルシステムズ
（株）姫路営業所

当該作業が可能な唯一の業者であるた
め。随契の指針18-4
会計規程第52条第4項

－ 3,960,000 － －
契約期間2022.2.1-
2023.1.31

令和3年度第4四半期の給
食材料購入

独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年11月24日
神戸市西区高塚台4-3-11
尾家産業（株）

予定価格総額が少額であるため会計規
程第52条第5項及び契約事務取扱細則
第17条の3第2項により随意契約

－ 1,046,225 － －
単価契約
契約期間2022.１.１
～2022.3.31

令和3年度第4四半期の給
食材料購入

独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和3年11月24日
神戸市西区見津が丘4 11-3
（株）泉平

予定価格総額が少額であるため会計規
程第52条第5項及び契約事務取扱細則
第17条の3第2項により随意契約

－ 1,528,028 － －
単価契約
契約期間2022.１.１
～2022.3.31

マッスルスーツEvery １０式
独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和4年1月26日
宮野医療器株式会社
兵庫県神戸市中央区楠町5-4-
8

予定価格総額が少額のため、会計規程
第52条第5項及び契約事務取扱細則第
17条の3第2号により随意契約

－ 1,094,500 － －

ロンボポジショニングピロー
＆クッションＲＦ１外13件

独)国立病院機構　兵庫あおの病院
院長　村松　三四郎
兵庫県小野市市場町926-453

令和4年2月1日
宮野医療器株式会社
兵庫県神戸市中央区楠町5-4-
8

予定価格総額が少額のため、会計規程
第52条第5項及び契約事務取扱細則第
17条の3第2号により随意契約

－ 1,327,851 － －



別紙４

契約事務取扱細則第２６条の２に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

【独立行政法人国立病院機構　兵庫あおの病院】

物品等又は役務の名称及
び数量

経理責任者の氏名、名称及び所在地 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした理由及び会計
規程等の根拠条文

予定価格
（円）

契約金額（円） 落札率（％）
再就職の
役員の数

備考


