
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

なお、本入札に係る落札及び契約締結は、平成３１年度予算が成立し、本業務に係

る予算示達がなされることを条件とするものです。

平成３１年３月４日

支出負担行為担当官

沖縄防衛局長 田中 利則

１ 業務内容等

(1) 業務名称 平成３１年度駐留軍等労働者の雇用前健康診断

(2) 実施場所 契約医療機関等施設

(3) 業務内容 仕様書のとおり

(4) 契約期間 契約日から平成３２年３月３１日まで

２ 競争参加資格等

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下｢予決令｣という。)第70条及び第7

1条の規定に該当しない者であること。

(2) 平成28･29･30年度防衛省所管の競争参加資格（全省庁統一資格）において 「役務、

の提供等」のうち「その他」でＡ、Ｂ又はＣの格付けを受け、九州・沖縄地域に競争

参加資格を有する者であること。

(3) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

３ 入札手続等

(1) 担当部局

〒904-0295 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9

沖縄防衛局総務部会計課会計係 電話 098-921-8131（125･133）

(2) 入札説明書等の交付期間等

平成３１年３月４日（月）から平成３１年３月１９日（火）まで（行政機関の休

日を除く ）の毎日、午前９時から午後５時まで(ただし、正午から午後１時まで。

の間を除く。)、担当部局にて交付する。

(3) 入札及び開札の日時等

・日時 平成３１年３月２０日(水） １４時００分

・場所 沖縄防衛局 ４階 講堂１

・方法 上記場所に持参又は３（１）に郵送（書留郵便に限る）する。

郵送の場合、平成３１年３月１９日（火）の午前中に必着のこととし、

３（１）に郵送した旨の連絡をする。

４ その他

(1) 入札保証金及び契約保証金 免除。

(2) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条

件に違反した入札は無効とする。

(3) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(4) 契約書作成の要否 要。



(5) 関連情報を入手するための照会窓口 上記３(1)に同じ。

(6) 詳細は入札説明書による。

(7) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう

要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。



平成３１年度駐留軍等労働者の雇用前健康診断に係る仕様書

：雇用前健康診断（別紙のとおり）１ 実施項目

：契約医療機関等施設（沖縄本島の中南部地区で役務を履行すること ）２ 実施場所 。

：契約締結日から委託者からの要求により随時実施。３ 実施期間

別紙のとおり。４ 予定数量：

：契約締結日から平成３２年３月３１日まで５ 契約期間

６ 実施方法等

(1) 受診者の情報について、委託者が受診対象者の医務及び需品要求書（写し）及

び受診対象者名簿（別添）を提供する。

(2) 雇用前健康診断個人票の様式は、労働安全衛生規則第５１条に定める様式第５

号を使用し、医療機関において作成するものとする。

(3) 労働安全衛生規則第４７条にて要求される糞便検査の検体容器は、独立行政法

人駐留軍等労働者労務管理機構沖縄支部 以下 支部 という 担当者から受診（ 「 」 。）

対象者へ直接手渡しをするため、委託者にて取り置きできるものとし、その容器

代については検査項目料金に含めるものとする。

(4) 雇用前健康診断の予約については、支部担当者と連絡を取り合い行うものとす

る。予約日以前に済ませることのできる書類作成などは受診者の負担にならない

よう事前に執り行うものとする。

(5) 雇用前健康診断予約日当日の実施機関側の実施不可については、台風などの天

災以外はいかなる理由があった場合も一切認められないものとする。実施機関側

で実施不可日がある場合は、遅くても２週間前までに支部担当者へ連絡するもの

とする。

(6) 雇用前健康診断予約日当日の受診者側の都合による日程変更については適宜対

応するものとする。

(7) 雇用前健康診断実施時に受診対象者から検体（糞便検査等）の回収ができない

場合は、当該検査以外の健診項目を受診させ、検体については後日、提出するこ

とで対応するものとする。

(8) 年間を通して業務に係る調整や会議、依頼事項等が頻繁にあるため、専属の担

当者（１名）を常時選定するものとする。

(9) 雇用前健康診断の検査項目において、セット項目とそれ以外の項目を同時受診

する者について重複項目がある場合には、セット料金で請求するものとする。ま

た、各追加項目にて重複項目がある場合にはどちらか一方での請求とする。

：委託者の必要に応じた次の各集計資料を提出するものとする。７ 報告等

(1) 雇用前健康診断個人票

(2) 雇用前健康診断実施内訳書（月単位）

(3) 雇用前健康診断名簿（月単位）

(4) その他、当方の要望に対する適切、迅速な資料提供



※ (1)については 健康診断が終了した日の翌日から起算して３日以内に提出する、

ものとする。

※ (2)及び(3)については、月ごとに集計し翌月の１０日までに提出するものと

する。

、 、 。※ (4)については 委託者から依頼があった都度 早急に提出するものとする

８ その他

(1) 委託者からの各種照会について真摯に対応するものとする。

(2) 本仕様書に定めのない事項については、双方協議の上定めるものとする。



　

既往歴及び業務歴の調査

自覚症状及び他覚症状の有無の検査

身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

血圧の測定

貧血検査 血色素量、赤血球数

肝機能検査 GOT、GPT、γ－GTP

血中脂質検査
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、HDLｺﾚｽﾃﾛｰ
ﾙ、血清ﾄﾘｸﾞﾘｾﾗｲﾄﾞ

血糖検査 ヘモグロビンA1C

尿検査 糖、蛋白

心電図検査
四股単極誘導及び胸部誘
導を含む最低１２誘導

追加項目１ 胸部エックス線検査 直接撮影 445 判断料を含む

業務歴調査

石綿による既往歴、自他覚症状の調査

胸部エックス線検査 直接撮影 1 判断料を含む

労働安全衛生規則
（第４７条関係）

給食従事者
追加項目３ 糞便検査

塗抹顕微鏡検査、細菌培
養検査（赤痢・サルモネ
ラ）

101 判断料を含む

精神障害歴調査

胸囲の測定

握力測定

業務歴調査 問診、視診等 1

鉛による既往歴、自他覚症状の調査 1

血液中の鉛の量の検査 1

尿中のデルタアミノブレリン酸の量
の検査

1

業務歴調査

有機溶剤による既往歴、自他覚症状
の調査

尿中の蛋白の有無の検査 尿検査 1

血色素量及び赤血球数の検査 血液検査 1

GOT、GPT、γ－GTPの検査 肝機能検査 1

尿中のメチル馬尿酸の検査 尿検査 1

別紙

（雇用前健康診断）

区　分 健　康　診　断　項　目 検　査　項　目  等
予定
数量

備　考

労働安全衛生規則
（第４３条関係）

一般

セット項目

聴力検査は、オージオ
メーターによる1000Hz
及び4000Hzの音に係る
検査（判定に影響が出
ない環境で実施）

450
採血料、判断
料を含む

判断料を含む

基本労務契約
（第１５章関係）

消防員
追加項目４ 問診、視診等 6 判断料を含む

石綿障害予防規則
（第４０条関係）

追加項目２
問診、視診等 5

採血料、判断
料を含む

追加項目６

問診、視診等 1
判断料を含む

採血料、判断
料を含む

鉛中毒予防規則
（第５３条関係）

追加項目５

有機溶剤中毒予防
規則（第２９条関

係）



尿中のN-メチルホルムアミドの量の検査 尿検査 1

尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の検査 尿検査 1

尿中の馬尿酸の検査 尿検査 1

眼底検査 尿検査 1

尿中の２．５－ヘキサンジオンの量
に検査

尿検査 1

被爆歴の有無の調査及び評価 問診、視診等 1

白血球数及び白血球百分率の検査

赤血球数の検査及び血色素量又はマ
トクリット値の検査

白内障に関する眼の検査 1

皮膚の検査 1

業務歴調査

既往歴及び自他覚症状の調査

鼓膜及び聴力の検査
ｵｰｼﾞｵﾒｰﾀｰ使用（判定
に影響が出ない環境で
実施）

1

血圧の測定 1

尿中の糖及び蛋白の有無の検査 尿検査 1

肺活量の測定 1

業務歴調査

既往歴及び自他覚症状の調査

尿沈さ検鏡の検査 尿検査 1

尿中のウロビリノーゲンの検査

尿中のマンデル酸の量の検査

尿中の蛋白の有無の検査

尿中の糖の有無の検査

尿中の潜血の有無の検査

GOT、GPT、アルカリホスファターゼ
等の検査

肝機能検査 1

GOT、GPT、γ－GTPの検査 肝機能検査 1

全血比重、赤血球数等の赤血球系の検査

白血球数の検査

胸部エックス線検査 直接撮影 1

肺活量の測定 1

血圧の測定 1

皮膚等の所見の有無 1

握力測定 1

採血料、判断
料を含む

電離放射線障害予
防規則（第５６条関
係）

追加項目７
採血料、判断
料を含む

血液検査 1

備　考

追加項目６
採血料、判断
料を含む

区　分 健　康　診　断　項　目 検　査　項　目  等
予定
数量

有機溶剤中毒予防
規則（第２９条関

係）

高気圧作業安全衛
生規則（第３８条関

係）
追加項目８

問診、視診等

判断料を含む

1

特定化学物質等障
害予防規則（第３９
条関係）

尿検査

血液検査 1

1

追加項目９

問診、視診等 1



別添

平成 年 月 日

契約医療機関 殿

（労務管理機構経由）

沖縄防衛局

雇用前健康診断の実施について（依頼)

標記について、関係米側機関より別添のとおり医務要求がありましたので、実施され

たく依頼いたします。

添付書類：１ 医務及び需品要求書（写し）○通（○○ ○○ほか○名）

２ 雇用前健康診断受診対象者名簿





検査項目
セット項目 胸Ｘ線 糞便 消防 その他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

追加項目
予定職種名軍別

雇用前健康診断受診対象者名簿

No 生年月日氏　　名
契・協約

（従業員番号）


