
（様式２）

契約事務取扱細則第４０条に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

公益法人
の区分

国所管、都道
府県所管の区

分

応札・応募者
数

灯油の購入（11月分）
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成30年11月1日
カメイ株式会社
横浜市金沢区幸浦2-14-1

一般競争入札 - 1,637,280 -

灯油の購入（12月分）
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成30年12月1日
二引株式会社
東京都千代田区神田淡路町1-5

一般競争入札 - 1,447,200 -

電気需給契約
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成30年12月28日
九電みらいエナジー株式会社
福岡県福岡市中央区高砂1-24-20　ちく
ぎん福岡ビル9F

一般競争入札 - 86,706,312 -

平成31年外国雑誌の購入
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成30年12月28日
株式会社紀伊国屋書店
東京都目黒区下目黒3-7-10

一般競争入札 - 1,226,880 -

平成31年国内雑誌の購入
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成30年12月28日
株式会社有隣堂
横浜市戸塚区品濃町881-16

一般競争入札 - 1,197,277 -

灯油の購入（1月分）
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成31年1月4日
二引株式会社
東京都千代田区神田淡路町1-5

一般競争入札 - 1,313,280 -

灯油の購入（2月分）
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成31年2月1日
二引株式会社
東京都千代田区神田淡路町1-5

一般競争入札 - 1,356,480 -

灯油の購入（3月分）
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成31年3月1日
二引株式会社
東京都千代田区神田淡路町1-5

一般競争入札 - 1,356,480 -

医療情報システム運用支援業務委託
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成31年3月6日
株式会社ソラスト
横浜市神奈川区金港町1-7　横浜ダイヤ
ビルディング7F

公募型企画競争 - 46,656,000 -

医事課業務委託
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成31年3月13日
株式会社ソラスト
横浜市神奈川区金港町1-7　横浜ダイヤ
ビルディング7F

公募型企画競争 - 193,104,000 -

検査試薬購入（病院契約分）ｱｰｸﾚｲﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ①②
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成31年3月29日
アルフレッサ株式会社
東京都千代田区内神田1-12-1

一般競争入札 - 5,254,524 -

検査試薬購入（病院契約分）ｱｼﾞｱ器材他
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成31年3月29日
アルフレッサ株式会社
東京都千代田区内神田1-12-1

一般競争入札 - 10,688,703 -

検査試薬購入（病院契約分）ファルマ他
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成31年3月29日
アズサイエンス株式会社
大和市渋谷6-1-4

一般競争入札 - 1,413,180 -

検査試薬購入（病院契約分）シノテスト
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成31年3月29日
株式会社スズケン
横浜市神奈川区三枚町54-2

一般競争入札 - 11,989,610 -

検査試薬購入（病院契約分）ｱｰﾘｱﾒﾃﾞｨｶﾙ他
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成31年3月29日
株式会社スズケン
横浜市神奈川区三枚町54-2

一般競争入札 - 14,040,936 -

検査試薬購入（病院契約分）アズワン他
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成31年3月29日
株式会社日栄東海
東京都中野区中野6-15-13

一般競争入札 - 4,552,351 -

廃棄物収集運搬処分及び
物品運搬保管管理業務委託

横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成31年3月31日
株式会社アサヒ開発
横浜市瀬谷区二ツ橋町381-1

一般競争入札 - 61,603,200 -

患者送迎用車両運行管理業務委託
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成31年3月31日
国内ロジスティクス株式会社
埼玉県越谷市蒲生茜町7-7　東豪興業ビ
ル2F

一般競争入札 - 3,003,480 -

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。

（注）政府調達で契約したものは、調達機関番号、所在地番号、品目分類番号及び契約金額・落札金額を２段で併記すること。

契約金額（円）
（落札金額）（円）

落札率
（％）

備　考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 契約の相手方の氏名及び住所

一般競争入札・指
名競争入札及び
公募型企画競争
の別

予定価格（円） 調達機
関番号

所在地
番号

品目分
類番号

公告を行った日

公益法人の場合



（様式２）

契約事務取扱細則第４０条に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

公益法人
の区分

国所管、都道
府県所管の区

分

応札・応募者
数

医療用ガス供給
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成31年3月31日
株式会社守屋医療酸素商会
横浜市金沢区幸浦2-18-6

一般競争入札 - 9,946,066 -

吸収式冷温水機年間保守
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成31年3月31日
株式会社ライズテクノサービス
大阪府貝塚市橋本42-5

一般競争入札 - 1,911,600 -

グリストラップ清掃及び廃棄物（汚泥）収集運搬処分業務委託
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成31年3月31日
都市拡業株式会社
横浜市南区三春台25

一般競争入札 - 1,283,040 -

空調設備保守点検作業委託
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成31年3月31日
株式会社住機
横浜市保土ケ谷区岡沢町318-6

一般競争入札 - 1,728,000 -

医用画像診断処理機保守
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成31年3月31日
コニカミノルタ株式会社
横浜市港北区新横浜2-13-13　TPR新横
浜ビル801

一般競争入札 - 2,488,320 -

環境衛生装置維持管理業務
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成31年3月31日
日本カルミック株式会社
横浜市金沢区福浦2-14-1

一般競争入札 - 2,085,134 -

灯油の購入（4月分）
横浜保土ケ谷中央病院　院長　後藤　英司
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

平成31年3月31日
二引株式会社
東京都千代田区神田淡路町1-5

一般競争入札 - 1,453,680 -

灯油の購入（5月分）
横浜保土ケ谷中央病院　院長　池　秀之
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

令和元年5月1日
カメイ株式会社
横浜市金沢区幸浦2-14-1

一般競争入札 - 1,533,600 -

灯油の購入（6月分）
横浜保土ケ谷中央病院　院長　池　秀之
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

令和元年5月31日
カメイ株式会社
横浜市金沢区幸浦2-14-1

一般競争入札 - 1,447,200 -

灯油の購入（7月分）
横浜保土ケ谷中央病院　院長　池　秀之
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

令和元年7月1日
カメイ株式会社
横浜市金沢区幸浦2-14-1

一般競争入札 - 1,358,640 -

電話交換業務委託
横浜保土ケ谷中央病院　院長　池　秀之
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

令和元年7月31日
株式会社明光社
横浜市南区南吉田町1-13-2　明光社ビ
ル

一般競争入札 - 16,329,600 -

灯油の購入（8月分）
横浜保土ケ谷中央病院　院長　池　秀之
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

令和元年8月1日
カメイ株式会社
横浜市金沢区幸浦2-14-1

一般競争入札 - 1,339,200 -

灯油の購入（9月分）
横浜保土ケ谷中央病院　院長　池　秀之
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

令和元年9月2日
カメイ株式会社
横浜市金沢区幸浦2-14-1

一般競争入札 - 1,285,200 -

灯油の購入（10月分）
横浜保土ケ谷中央病院　院長　池　秀之
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

令和元年10月1日
カメイ株式会社
横浜市金沢区幸浦2-14-1

一般競争入札 - 1,397,000 -

移動型Ｘ線テレビ装置賃貸借契約
横浜保土ケ谷中央病院　院長　池　秀之
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

令和元年10月21日
三菱UFJリース株式会社横浜支店
横浜市西区北幸1-11-5　相鉄KSビル7Ｆ

一般競争入札 - 8,679,000 -

エレベーター保守点検業務委託
横浜保土ケ谷中央病院　院長　池　秀之
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

令和元年10月31日
エス・イー・シーエレベーター株式会社
東京都台東区台東3-18-3

一般競争入札 - 1,716,000 -

建物設備管理業務委託
横浜保土ケ谷中央病院　院長　池　秀之
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

令和元年10月31日
明新メンテナンス株式会社
横浜市港北区新横浜3-16-10
景品建物第3ビル7F 701

一般競争入札 - 29,557,440 -

灯油の購入（10月分）
横浜保土ケ谷中央病院　院長　池　秀之
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

令和元年11月1日
カメイ株式会社
横浜市金沢区幸浦2-14-1

一般競争入札 - 1,375,000

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。

（注）政府調達で契約したものは、調達機関番号、所在地番号、品目分類番号及び契約金額・落札金額を２段で併記すること。

公告を行った日 備　考契約金額（円）
（落札金額）（円）

落札率
（％）

公益法人の場合

調達機
関番号

所在地
番号

品目分
類番号

予定価格（円）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 契約の相手方の氏名及び住所

一般競争入札・指
名競争入札及び
公募型企画競争
の別



（様式２）

契約事務取扱細則第４０条に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

公益法人
の区分

国所管、都道
府県所管の区

分

応札・応募者
数

令和２年外国雑誌の購入
横浜保土ケ谷中央病院　院長　池　秀之
横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

令和元年11月30日
紀伊国屋書店株式会社
東京都新宿区3-17-10

一般競争入札 - 1,305,700 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。

（注）政府調達で契約したものは、調達機関番号、所在地番号、品目分類番号及び契約金額・落札金額を２段で併記すること。

公告を行った日 備　考契約金額（円）
（落札金額）（円）

落札率
（％）

公益法人の場合

調達機
関番号

所在地
番号

品目分
類番号

予定価格（円）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 契約の相手方の氏名及び住所

一般競争入札・指
名競争入札及び
公募型企画競争
の別


