
業務請負単価契約書（案） 

 

 

 

１ 契 約 件 名  令和５年度健康診断業務請負単価契約（富山県分） 

 

２ 仕   様   仕様書のとおり 

 

３ 契 約 単 価   別紙単価表のとおり 

（注）「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第２８条第１項及び第

２９条の規定により算出したもの並びに地方税法第７２条の８２及び

第７２条の８３の規定により算出されたもので、契約金額に１１０分の

１０を乗じて得た額である。 

 

４ 契 約 期 間  契約締結日から令和６年３月２２日 

 

５ 履 行 場 所    富山地方合同庁舎及び受注者の検診施設 

 

６ 履 行 期 限  発注の都度指示 

 

７ 契約保証金    免除 

 

上記の業務について、支出負担行為担当官 北陸農政局長 川合 規史（以下「甲」とい

う。）と、                   （以下「乙」という。）とは、上記各項

及び次の条項により、契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。 

  



 

契 約 条 項 

 

 

（目 的） 

第１条 甲又は甲の指定した職員は、頭書の業務の提供を必要とする場合は、検査項目、数

量、履行年月日、その他必要な事項を記載した発注書を発行し、これを乙に交付して業務

履行の指示をするものとする。 

２ 乙は、前項に定める発注書の交付を受けた場合は、当該発注書に従い、頭書の業務を頭

書の契約単価をもって、確実に履行しなければならない。 

３ この契約による契約単価の有効期間は、頭書の契約期間とする。 

 

（監督職員） 

第２条 甲は、業務について監督をする必要があると認めた場合は、甲が命じた監督のため

の職員（以下「監督職員」という。）に監督させ、又は必要な指示をさせることができる

ものとする。 

２ 乙又は乙の使用者は、前項の定める監督職員の指示に従わなければならない。 

３ 監督職員は、乙が指示、立会等を求めた場合は遅滞なくこれに応ずるものとする。 

 

（延滞金） 

第３条  甲は、乙の責に帰する事由により、頭書の履行期限までに業務の履行ができない

場合において、その後甲の定める期限までに履行できる見込みがあるときは、乙に対し延

滞金を請求することができる。ただし、その遅滞が天災地変等やむを得ない理由によると

きは、この限りではない。 

２ 前項の延滞金は、履行期限の翌日から履行日までの遅滞日数１日につき請負代金に民

法第 404条第４項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額とする。ただし、

その金額が 100円未満であるときは、この限りではない。 

３ 第１項の延滞金の請求は、甲がこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げ

るものではない。 

 

（検 査） 

第４条 乙は、業務が完了したときは、その旨を甲に通知し、完了届を提出して甲の命じた

職員（以下「検査職員」という。）の検査を受けなければならない。 

２ 検査職員は、前項の通知を受けた日から１０日以内に業務について検査を行う。 

３ 乙は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って業務の検査に必要な作業を行わなけれ

ばならない。 

４ 前項の場合において、乙又はその代理人が立ち会わないときは、検査職員は乙の欠席の

まま検査を行うことができる。この場合には、乙は検査の結果について異議を申し立てる



ことができない。 

 

（損失負担） 

第５条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告をし、損害を

賠償しなければならない。 

２ 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告をし、乙の負

担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由による

ときはその限度内において甲の負担とする。 

３ 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第１項又は第２項の規定による賠

償の責を負わない。 

 

（代金の請求及び支払） 

第６条  乙は、検査職員の検査に合格したときは、書面をもって甲に代金支払いの請求を

する。 

２  甲は、乙が提出する適法な支払請求書を受理した日から３０日以内（以下「約定期間」

という。）に請求代金を乙に支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不

当のため、乙に返送した場合には、甲がその返送した日から乙の適法な支払請求書を受理

した日までの期間は、これを約定期間に算入しない。 

 

（支払遅延利息） 

第７条 乙は、甲が約定期間内に代金を支払わないときは、甲に対し、遅延利息を請求する

ことができる。 

２ 前項の遅延利息は、遅延日数１日につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和

２４年法律第２５６号）第８条第１項に規定する率で計算した額とする。ただし、遅延利

息の額が１００円未満であるときは、甲は前項の規定にかかわらず、遅延利息を支払うこ

とを要しない。また、１００円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。 

３ 第１項及び第２項の場合において、支払遅延が天災地変等やむをえない理由によると

きは、当該理由の継続する期間はこれを約定期間に算入せず、また、遅延利息を支払う日

数に計算しないものとする。 

 

（業務の履行責任） 

第８条  納入された成果品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもので

あるとき（成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時に業務の目的物が

種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき）（以下「契約不適合」という。）は、

乙に対し成果品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求し、

又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。 

２ 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期

間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求する

ことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直

ちに代金の減額を請求することができる。 



(1) 履行の追完が不能であるとき。 

(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしな

ければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしない

でその時期を経過したとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みが

ないことが明らかであるとき。 

３ 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から１年以内にその旨を乙に通知し

ないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金

減額の請求及び契約の解除をすることができない。 

４ 前項の規定は、成果物を納入したとき（成果品の納入を要しない場合にあっては、業務

が終了したとき）において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなか

ったときは、適用しない。 

５ 第３項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求し

ようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければ

ならない。 

 

（契約の変更） 

第９条  甲は、乙が業務を完了しない間において必要がある場合には、その内容又は履行

期間を変更することができる。この場合において、請負代金を変更する必要があるときは、

甲乙協議して定めるものとする。 

２  前項の場合において、乙が損害を受けたときは、乙はその損害を請求することができ

る。賠償額は甲乙協議して定めるものとする。 

 

（甲の催告による解除権） 

第 10条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行

の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することが

できる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社

会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

(1) 乙が正当な理由がなく義務を履行せず、又は履行する見込がないと認められるとき。 

(2) 第４条の規定による検査に合格しなかったとき。 

(3) 前２号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 

(4) この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったと

き。 

 

（甲の催告によらない解除権） 

第 10条の２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をする

ことができる。 

(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。 

(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表明したとき。 



(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を

明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することがで

きないとき。 

(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしな

ければ契約をした目的に達することができない場合において、乙が履行をしないでその

時期を経過したとき。 

(5) 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著

しく不健全と認められるとき。 

(6) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。 

(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約

をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

２ 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除する

ことができる。 

(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。 

(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 

（甲の責めに帰すべき事由による場合） 

第 10条の３ 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前

２条の規定による契約の解除をすることができない。 

 

（甲の任意解除権） 

第 10条の４ 甲は、第 10条又は第 10条の２に定める場合のほか、甲の都合により必要が

ある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対し

て契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。 

 

（甲の損害賠償請求等） 

第 10条の５ 甲は、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能

であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、

その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の

責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げる

ときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 

(1) 債務の履行が不能であるとき。 

(2) 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の

不履行による契約の解除権が発生したとき。 

 

（違約金） 

第 11条 乙は、第 10条又は第 10条の２の規定により、この契約の全部又は一部を甲によ

り解除された場合は、違約金として解除部分に対する金額の 100分の 10に相当する金額



を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が 100円未満であるときは、この限り

ではない。 

２ 前項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合にお

いて、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。 

 

（乙の解除権） 

第 12条 乙は、甲がその責めに帰すべき事由により、契約上の義務に違反した場合におい

ては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約

の全部又は一部を解除することができる。 

２ 前項の規定は、乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。 

３ 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から 30日以内に書面により行うものと

する。 

 

（談合等の不正行為に係る解除） 

第 13条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せ

ず、契約の全部又は一部を解除することができる。 

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条若しくは第８

条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措

置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する

場合を含む。）の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第７条の４第７項若しく

は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じないの通知を行ったとき。 

 (2) 乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）

が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９

条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたと

き。 

２ 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、

当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 

 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第 14条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の

全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、請負代金の１００分の１０に相当する額

を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の２（同法

第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行い、

当該排除措置命令が確定したとき。 

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項（同法第８

条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金納付命令を行い、当

該納付命令が確定したとき。 

(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項又は第７ 



条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

(4) 乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。） 

に係る刑法第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９ 

５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項

の請負代金の１００分の１０に相当する額のほか、請負代金の１００分の５に相当する

額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

  (1) 前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第１項の

規定の適用があるとき。 

  (2) 前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代

理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）が違反行為の首謀者であること

が明らかになったとき。 

  (3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出して

いるとき。 

３ 乙は、契約の履行を理由として、第１項及び第２項の違約金を免れることができない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合

において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

 

（相殺等） 

第 15条 甲が乙に対して、この契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金に関し金銭債権を

有するときは、これと乙が甲に対し、この契約に基づいて有する支払代金額の金銭債権と

を相殺することができる。 

２ 乙がこの契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金を、甲の指定する期限までに納付しな

いときは、甲は、乙から遅滞日数１日につき民法第 404条第４項に規定する各期における

法定利率を乗じて計算した遅滞金を徴収する。 

 

（秘密の保持） 

第 16条 乙は、個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容

易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるも

のを含む。）をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施す

るに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わ

なければならない。 

２ 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはなら

ない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

３ 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を

達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

４ 乙は、この契約に係る業務に関して知ることの出来た個人情報の漏洩、滅失、及び毀損

の防止、その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

５ 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知ることのできた個人



情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならな

い。 

６ 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録され

た資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

７ 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、

若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引

き渡すものとする。ただし、甲が別途指示したときは、その指示に従うものとする。 

８ 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、そ

の業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の

目的以外に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するも

のとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第 17条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者

に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法（昭和２８年法律第１９

６号）に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第

１０５号）第２条第３項に規定する特定目的会社、信託業法（平成１６年法律第１５４号）

第２条第２項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３

５０号）第１条の３に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、こ

の限りではない。 

２ 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に

基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法（明治２９年法律第８９号）第４６７条

又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成１０年法

律第１０４号。以下「債権譲渡特例法」という。）第４条第２項に規定する通知又は承諾

の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債

権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。 

３ 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第４条第２項に規定する通

知又は民法第４６７条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様

とする。 

４ 第１項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲

が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第４２条の

２に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとす

る。 

 

（属性要件に基づく契約解除） 

第 18条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約を解除

することができる。 

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（乙が個人である場合にはその者、

乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはその営業所（常時契約を締結

する事務所をいう。）の代表者、乙が団体である場合は代表者、理事等、その他経営に



実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。）第２条第２号に規定する暴力団をい

う。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。）であると認められるとき。 

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認めら

れるとき。 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

していると認められるとき。 

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

 

（行為要件に基づく契約解除） 

第 19条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、

何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

 

（表明確約） 

第 20 条 乙は、第 18 条及び第 19 条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、

将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。 

２ 乙は、第 18条及び第 19条の各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」

という。）を再請負人等（再請負人（再請負が数次にわたるときは、すべての再請負を対

象とする。）受任者（再委任以降のすべての受任者を含む。）及び再請負人若しくは受任者

が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としな

いことを確約するものとする。 

 

（再請負契約等に関する契約解除） 

第 21条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当

該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し契約を解除させるようにしなけ

ればならない。 

２ 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人

等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人

等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じ

ないときは、この契約を解除することができるものとする。 



 

（損害賠償） 

第 22条 甲は、第 18条、第 19条及び前条第２項の規定によりこの契約を解除した場合は、

これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

２ 乙は、甲が第 18 条、第 19 条及び前条第２項の規定によりこの契約を解除した場合に

おいて、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第 23条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴ

ロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）

を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速

やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を

行うものとする。 

 

（個人情報の取扱） 

第 24 条 乙及びこの請負業務に従事する者（従事した者を含む。以下「請負業務従事者」

という。）は、この請負業務に関して知り得た個人情報を請負業務の遂行に使用する以外

に使用し、又は提供してはならない。 

２ 乙及び請負業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、 又は不

当な目的に利用してはならない。 

３ 前二項については、この請負業務が終了した後においても同様とする。 

 

第 24条の２ 乙は、請負業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複

して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ請負業務の目的を達成するこ

とができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出してはならない。 

 

第 24条の３ 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案

を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に

事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しな

ければならない。 

 

第 24条の４ 乙は、請負業務が終了したときは、この請負業務において保有した各種媒体

に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の

消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければな

らない。 

 

（契約に関する紛争の解決） 

第 25条  この契約に関し、甲と乙との間に紛争を生じたときは、甲乙協議の上、一致して

指名する者に調停を依頼するものとする。 

 



 

（その他） 

第 26条  この契約書に定めない事項については、必要に応じて甲乙協議の上、定めるもの

とする。 

 

 

    以上の契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有す

る。 

 

 

  令和  年  月  日 

 

 

     甲    金沢市広坂２丁目２番６０号 

 

           支出負担行為担当官 

 

            北陸農政局長  川合 規史 

 

 

 

 

     乙      

 

         

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

 

 

 

検査項目 内容
単　価

（税抜き・円）
契約単価
　　　(円）

契約単価のうち消費

税及び地方消費税

の額(円）

【一般定期健康診断】

診察 問診（既往歴、業務歴、自覚症状及び他覚症状の有無）

身長・体重・腹囲測定 BMIによる肥満度

胸部Ｘ線検査 胸部エックス線間接撮影、又は同等以上による撮影

血圧測定

尿検査 蛋白及び糖の有無（ﾋﾟｰﾎﾟｰﾙ使用を含む）

視力検査 遠見視力

聴力検査 1000Ｈｚ・4000Ｈｚ（オージオメーター）

血液検査
LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、血糖
値、貧血（赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット）、
肝機能(GOT、GPT、γーGTP）

心電図検査 １２誘導

大腸ガン検査 便潜血反応２日法

胃検査 胃部エックス線間接撮影、又は同等以上による撮影

肺ガン検査 喀痰細胞診

Ｃ型肝炎抗体検査 HCV抗体

【臨時健康診断】

長時間超過勤務者検
診

血圧測定、血液検査（LDLコレステロール、中性脂肪、血糖
値、HbA1c、貧血（赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトク
リット）、肝機能(GOT、γーGTP））

乳ガン検査 マンモグラフィ１方向

子宮ガン検査 細胞診

【情報機器作業従事職員健康診断】

ＶＤＴ検診
問診（業務歴、既往歴、自覚症状）、眼科学的検査（視力、屈
折度、眼位、近点距離測定）、筋骨格系検査（上肢の運動機
能、圧痛点検査）

【特別定期健康診断】

電離放射線検診
診察、問診（被ばく歴の調査及び評価）、血液検査（白血球数
及び白血球百分率、赤血球数及び血色素量又はヘマトクリッ
ト値）、目の検査（白内障）、皮膚の検査

検査項目別単価表


