
円 円）

自 至

11時00分

第3回目

見積書記載金額
（総額）

決定

※金額は消費税及び地方消費税の額を含んだ金額です。

工期または期間 令和4年4月1日 令和5年3月31日

令和4年1月12日 入札日 令和4年2月1日公表日

業務区分 その他委託

契約金額
（内消費税額） （金別紙のとおり

単価契約［随意契約（郵便による見積合せ）］

名称 国民健康保険柔道整復療養費・あはき療養費適正化にかかる内容点検業務

落札者名 （株）コアジャパン

執行調書

（株）メディブレーン

（株）コアジャパン

第1回目 第2回目

¥3,371,784

参加業者名

¥4,508,882

見

積

状

況

¥4,481,784

¥7,290,984

（株）メディテクノサービス

（株）オークス

備 考見積書記載金額
（総額）

見積書記載金額
（総額）



番号 項目 単位 予定数量 税込単価 税込合計金額

① 柔道整復施術療養費支給申請書　内容点検業務 1件あたり 48,000 ¥25 ¥1,200,000

② 柔道整復施術内容照会業務（コールセンター対応含む） 1件あたり 4,800 ¥70 ¥336,000

③ 柔道整復施術内容照会督促業務 1件あたり 1,440 ¥25 ¥36,000

④ 柔道整復施術啓発文書業務（啓発文書作成含む） 1件あたり 2,400 ¥20 ¥48,000

⑤ あはき施術療養費支給申請書　内容点検業務 1件あたり 4,800 ¥35 ¥168,000

⑥ あはき施術内容照会業務（コールセンター対応含む） 1件あたり 240 ¥20 ¥4,800

⑦ 照会・啓発文書　発送費用 1件あたり 8,880 ¥84 ¥745,920

⑧ 照会文書　回答返送費用（差出人払い後納） 1件あたり 4,536 ¥99 ¥449,064

⑨ 諸経費 1月あたり 12 ¥22,000 ¥264,000

⑩ 画像閲覧システム設置・使用料（画像データ化含む） 1月あたり 12 ¥10,000 ¥120,000

¥3,371,784

（株）メディテクノサービス

番号 項目 単位 予定数量 税込単価 税込合計金額

① 柔道整復施術療養費支給申請書　内容点検業務 1件あたり 48,000 ¥22.00 ¥1,056,000

② 柔道整復施術内容照会業務（コールセンター対応含む） 1件あたり 4,800 ¥66.00 ¥316,800

③ 柔道整復施術内容照会督促業務 1件あたり 1,440 ¥121.00 ¥174,240

④ 柔道整復施術啓発文書業務（啓発文書作成含む） 1件あたり 2,400 ¥55.00 ¥132,000

⑤ あはき施術療養費支給申請書　内容点検業務 1件あたり 4,800 ¥110.00 ¥528,000

⑥ あはき施術内容照会業務（コールセンター対応含む） 1件あたり 240 ¥209.00 ¥50,160

⑦ 照会・啓発文書　発送費用 1件あたり 8,880 ¥84.00 ¥745,920

⑧ 照会文書　回答返送費用（差出人払い後納） 1件あたり 4,536 ¥99.00 ¥449,064

⑨ 諸経費 1月あたり 12 ¥52,800.00 ¥633,600

⑩ 画像閲覧システム設置・使用料（画像データ化含む） 1月あたり 12 ¥33,000.00 ¥396,000

¥4,481,784

（株）メディブレーン

番号 項目 単位 予定数量 税込単価 税込合計金額

① 柔道整復施術療養費支給申請書　内容点検業務 1件あたり 48,000 ¥33.00 ¥1,584,000

② 柔道整復施術内容照会業務（コールセンター対応含む） 1件あたり 4,800 ¥99.00 ¥475,200

③ 柔道整復施術内容照会督促業務 1件あたり 1,440 ¥110.00 ¥158,400

④ 柔道整復施術啓発文書業務（啓発文書作成含む） 1件あたり 2,400 ¥55.00 ¥132,000

⑤ あはき施術療養費支給申請書　内容点検業務 1件あたり 4,800 ¥55.00 ¥264,000

⑥ あはき施術内容照会業務（コールセンター対応含む） 1件あたり 240 ¥110.00 ¥26,400

⑦ 照会・啓発文書　発送費用 1件あたり 8,880 ¥92.40 ¥820,512

⑧ 照会文書　回答返送費用（差出人払い後納） 1件あたり 4,536 ¥108.90 ¥493,970

⑨ 諸経費 1月あたり 12 ¥23,100.00 ¥277,200

⑩ 画像閲覧システム設置・使用料（画像データ化含む） 1月あたり 12 ¥23,100.00 ¥277,200

¥4,508,882

1回目

（株）コアジャパン

総合計金額

総合計金額

総合計金額



（株）オークス

番号 項目 単位 予定数量 税込単価 税込合計金額

① 柔道整復施術療養費支給申請書　内容点検業務 1件あたり 48,000 ¥85 ¥4,080,000

② 柔道整復施術内容照会業務（コールセンター対応含む） 1件あたり 4,800 ¥80 ¥384,000

③ 柔道整復施術内容照会督促業務 1件あたり 1,440 ¥70 ¥100,800

④ 柔道整復施術啓発文書業務（啓発文書作成含む） 1件あたり 2,400 ¥50 ¥120,000

⑤ あはき施術療養費支給申請書　内容点検業務 1件あたり 4,800 ¥90 ¥432,000

⑥ あはき施術内容照会業務（コールセンター対応含む） 1件あたり 240 ¥80 ¥19,200

⑦ 照会・啓発文書　発送費用 1件あたり 8,880 ¥84 ¥745,920

⑧ 照会文書　回答返送費用（差出人払い後納） 1件あたり 4,536 ¥99 ¥449,064

⑨ 諸経費 1月あたり 12 ¥40,000 ¥480,000

⑩ 画像閲覧システム設置・使用料（画像データ化含む） 1月あたり 12 ¥40,000 ¥480,000

¥7,290,984

番号 項目 単位
① 柔道整復施術療養費支給申請書　内容点検業務 1件あたり

② 柔道整復施術内容照会業務（コールセンター対応含む） 1件あたり

③ 柔道整復施術内容照会督促業務 1件あたり

④ 柔道整復施術啓発文書業務（啓発文書作成含む） 1件あたり

⑤ あはき施術療養費支給申請書　内容点検業務 1件あたり

⑥ あはき施術内容照会業務（コールセンター対応含む） 1件あたり

⑦ 照会・啓発文書　発送費用 1件あたり

⑧ 照会文書　回答返送費用（差出人払い後納） 1件あたり

⑨ 諸経費 1月あたり

⑩ 画像閲覧システム設置・使用料（画像データ化含む） 1月あたり

¥84

総合計金額

¥99
¥24,200
¥24,200

予　定　価　格

税込単価
¥55
¥121
¥66
¥55
¥84
¥77
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