
物品、役務等の名称
及び数量

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

法人番号

随意契約によることとした
根拠となる会計細則の条項
及び理由（企画競争又は公

募の実施）

予定価格（消費
税を含む。単
位：円）

契約金額（消
費税を含む。
単位：円）

落札率
再収束の
役員の数

備考

検査試薬 平成31年4月1日
（株）三和医科器械
愛媛県松山市和泉南六
丁目2番5号

6500001001858

不落後、予定価格の範囲内
にて随意契約とする、会計
細則第53条第1項に該当す
るため

- - - 0
単価契約
予定調達総額
3,558,135円

血液製剤 平成31年4月1日

日本赤十字社中四国ブ
ロック血液センター
愛媛県松山市高岡町
80-1

6010405002452

会計細則第52条第6項によ
り、血液製剤の調達は、赤
十字血液センター(日本赤
十字社中四国ブロック血液
センター)が唯一の機関で
あり、他に競争の余地が無
いため、契約の性質又は目
的が競争に適さないため。

- - - 0
単価契約
予定調達総額
9,267,419円

放射性同位体 平成31年4月1日

公益社団法人日本アイ
ソトープ協会
東京都文京区本駒込
2-28-45

7010005018674

会計細則第52条6号によ
り、本物品は国内において
唯一公益社団法人日本アイ
ソトープ協会が販売してお
り、他に競争の余地がない
ため、契約の性質又は、目
的が競争に適さないため。

- - - 0
単価契約
予定調達総額
24,372,468円

様式第24号（第27条の２関係）

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名　　　　　愛媛労災病院 　　　　　 　　　　 

施設の所在地　　愛媛県新居浜市南小松原町13番27号 

契約担当役氏名　宮内　文久 　  　　　　　　　　　



物品、役務等の名称
及び数量

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

法人番号

随意契約によることとした
根拠となる会計細則の条項
及び理由（企画競争又は公

募の実施）

予定価格（消費
税を含む。単
位：円）

契約金額（消
費税を含む。
単位：円）

落札率
再収束の
役員の数

備考

被服(看護衣) 平成31年4月1日
(株)トーカイ
香川県高松市鶴市町
2025番地3

2080401014424

一般競争入札執行後、最も
有利な価格を提示された応
札者である（株）トーカイ
と協議した結果、予定価格
の範囲内で見積書の提出が
あったため随意契約を締結
した。これは、会計細則第
５３条の「競争に付しても
入札者がないとき、又は再
度の入札に付しても落札者
がないときは、予定価格の
範囲内において随意契約に
よることができる。」に該
当する。

- - - 0
単価契約
予定調達総額
2,461,062円

乳房Ｘ線撮影装置・
ＣＲ読取装置保守点
検

平成31年4月1日

コニカミノルタジャパ
ン（株）
東京都港区芝浦１丁目
１番１号

9013401005070

公募を実施した結果、公募
内容等を満たす参加者が1
者しかいなかったため、競
争性のある随意契約とし
た。

- 1,620,000 - 0 単年契約

病院情報システム新
元号対応業務

平成31年5月1日
ソレキア（株）
東京都大田区西蒲田８
丁目１６番６号

1010801004073

導入しているソフトウェア
の専門技術性が高く、シス
テム改修作業が特定の者
（当該システムの開発業
者）でなければ実施するこ
とができないため、会計細
則第５２条第６号「契約の
性質又は目的が競争に適さ
ないとき」に該当し、現行
保守業者であるソレキア
（株）と随意契約を締結し
た。

- 3,996,000 - 0



物品、役務等の名称
及び数量

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

法人番号

随意契約によることとした
根拠となる会計細則の条項
及び理由（企画競争又は公

募の実施）

予定価格（消費
税を含む。単
位：円）

契約金額（消
費税を含む。
単位：円）

落札率
再収束の
役員の数

備考

CT装置導入に伴う各
システム接続

平成31年8月8日

キヤノンメディカルシ
ステムズ株式会社新居
浜出張所
愛媛県新居浜市宮西町
５番７４号

8060001013525

導入する器機（CT装置等）
のソフトウェアの専門技術
性が高く、システム接続作
業が特定の者（当該システ
ムの開発業者）でなければ
実施することができないた
め、会計細則第５２条第６
号「契約の性質又は目的が
競争に適さないとき」に該
当し、器機導入業者である
キヤノンメディカルシステ
ムズ（株）と随意契約を締
結した。

- 3,758,400 - 0

高濃度PCB廃棄物処
理

平成31年10月10日

中間貯蔵・環境安全事
業（株）
福岡県北九州市若松区
響町一丁目62番24

2010401053420

ポリ塩化ビフェニル廃棄物
の適正な処理の推進に関す
る特別措置法により高濃度
ＰＣＢ廃棄物処理を廃棄す
るものであり、処理施設が
当該業者に限られているた
め、会計細則第５２条第６
号「契約の性質又は目的が
競争に適さないとき」に該
当し随意契約を締結した。

- 5,605,600 - 0

心電・血圧ホルタ記
録器2台

平成32年11月29日

（株）シーメック
高知県高知市南久保9
番8号

7490001001330

会計細則第52条第10項によ
る「予定価格が160 万円を
超えない財産を買い入れる
とき」に該当するため

- 1,111,000 - 0

広報企画・制作支援
業務

平成32年1月17日

ワンダーミックス・
ムック（株）
香川県高松市太田上町
７５４番地６

6470001004526

企画競争を実施し、予定価
格の範囲内で見積の提示が
あったため当該業者と契約
（競争性のある随意契約）

- 1,650,000 - 0



物品、役務等の名称
及び数量

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

法人番号

随意契約によることとした
根拠となる会計細則の条項
及び理由（企画競争又は公

募の実施）

予定価格（消費
税を含む。単
位：円）

契約金額（消
費税を含む。
単位：円）

落札率
再収束の
役員の数

備考

病院情報システム保
守業務

平成32年2月1日

ソレキア㈱高松支店
香川県高松市藤塚町1-
10-30ﾍﾞｽﾄｱﾒﾆﾃｨ高松ﾋﾞ
ﾙ5Ｆ

1010801004073

公募を実施した結果、公募
内容等を満たす参加者が1
者しかいなかったため、競
争性のある随意契約とし
た。

- 43,296,000 - 0 単年契約

HIS系INT系ネット
ワーク保守業務

平成32年2月1日

（株）四国日立システ
ムズ
香川県高松市中央町５
番３１号

9470001001966

公募を実施した結果、公募
内容等を満たす参加者が1
者しかいなかったため、競
争性のある随意契約とし
た。

- 4,620,000 - 0 単年契約

労災レセプト電算処
理オプション

令和2年2月18日

ソレキア㈱高松支店
香川県高松市藤塚町1-
10-30ﾍﾞｽﾄｱﾒﾆﾃｨ高松ﾋﾞ
ﾙ5Ｆ

1010801004073

公募を実施した結果、公募
内容等を満たす参加者が1
者しかいなかったため、競
争性のある随意契約とし
た。

- 2,167,000 - 0

軽自動車一式 平成32年2月19日

愛媛ダイハツ販売
（株）
愛媛県松山市宮田町１
７９番地

8500001000791

会計細則第52条第10項によ
る「予定価格が160 万円を
超えない財産を買い入れる
とき」に該当するため

- 1,400,000 - 0


