平成２８年度 公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表について
No

1

物品等叉は役務の名称
低周波治療器ホ－マ－研究所
G-TES1000

数 随意契約担当部署の名 随意契約を 締 随意契約の相手方の氏名 随意契約に係
その他必要な
随意契約によることとした理由
結した日
事項（備考）
量
称及び所在地
及び住所
る契約金額
予定金額が160万円を超えないことから、日本赤十字社会計規則
静岡赤十字病院
事務部 新病院・用度課
協和医科器械（株）
¥1,274,400 第３６条４項の規定に基づき、見積競争による随意契約とすること。
平成29年4月1日
1
（税込） （日本赤十字社 会計規則施行細則第３5条2項）
静岡市駿河区156-2
静岡市葵区追手町８番２号

視覚誘発反応測定装置一式
2 LE-100

1

静岡赤十字病院
事務部 新病院・用度課

予定金額が160万円を超えないことから、日本赤十字社会計規則
第３６条４項の規定に基づき、見積競争による随意契約とすること。
（税込） （日本赤十字社 会計規則施行細則第３5条2項）

協和医科器械（株）
平成29年4月1日
静岡市駿河区156-2

¥1,382,400

株式会社 TOKAI
平成29年4月1日

¥1,531,915

協和医科器械（株）
平成29年4月1日
静岡市駿河区156-2

¥1,464,372

協和医科器械（株）
平成29年4月1日
静岡市駿河区156-2

¥1,938,700

静岡市葵区追手町８番２号

3

麻薬庫（eストレ－ジ2両開き
収納操作U用）

FD2LKG

1

静岡赤十字病院
事務部 新病院・用度課

静岡市葵区流通センタ－10-3

予定金額が160万円を超えないことから、日本赤十字社会計規則
第３６条４項の規定に基づき、見積競争による随意契約とすること。
（税込） （日本赤十字社 会計規則施行細則第３5条2項）

静岡市葵区追手町８番２号

エルベVIO200Sエンドカットモデル

4 E12-1160 V10200S

1

静岡赤十字病院
事務部 新病院・用度課

予定金額が160万円を超えないことから、日本赤十字社会計規則
第３６条４項の規定に基づき、見積競争による随意契約とすること。
（税込） （日本赤十字社 会計規則施行細則第３5条2項）

静岡市葵区追手町８番２号

ハイパ－細型ロングアングル
5 ハンドピ－ス

1

ネイタスアルゴ3i
6

1

医用テレ－メ－タ
7 EP-5200
送信機 ZS-630P ４台

静岡赤十字病院
事務部 新病院・用度課

契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが

静岡市葵区追手町８番２号

（日本赤十字社 会計規則第３６条３項）

静岡赤十字病院
事務部 新病院・用度課

当該機器は当院が求める性能を有することから競争の余地はなく、
またメ－カ－から指定された代理店であることから、「契約の性質又

協和医科器械（株）
平成29年4月1日
静岡市駿河区156-2

2

¥2,676,888

（日本赤十字社 会計規則第３６条３項）

静岡赤十字病院
事務部 新病院・用度課

当該機器は当院が求める性能を有することから競争の余地はなく、
またメ－カ－から指定された代理店であることから、「契約の性質又

平成29年4月1日

日本光電南関東株式会社

静岡市葵区岳美11-3

静岡赤十字病院
事務部 新病院・用度課

平成29年4月1日

原川商店
静岡市清水区東大曲町4-30

補助金

（税込） は目的が競争を許さない場合」に該当するため

静岡市葵区追手町８番２号

静岡市葵区追手町８番２号

カ－トイン冷蔵庫
8 SRR-GC2

不利と認められた場合、本体と同一メ－カ－ことから、「契約の

（税込） 性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため

¥3,411,072

（税込） は目的が競争を許さない場合」に該当するため
（日本赤十字社 会計規則第３６条３項）
予定金額が160万円を超えないことから、日本赤十字社会計規則
¥1,598,400 第３６条４項の規定に基づき、見積競争による随意契約とすること。
（税込） （日本赤十字社 会計規則施行細則第３5条2項）

静岡市葵区追手町８番２号

テルヅ－ジョンシリンジポンプ
9 TE-351

40

静岡赤十字病院
事務部 新病院・用度課

協和医科器械（株）
平成29年4月1日
静岡市駿河区156-2

静岡市葵区追手町８番２号

電気メス
10 VIO/200S

1

静岡赤十字病院
事務部 新病院・用度課

平成29年4月1日

協和医科器械（株）
静岡市駿河区156-2

¥4,104,000

当該機器は当院が求める性能を有することから競争の余地はなく、
またメ－カ－から指定された代理店であることから、「契約の性質又

（税込） は目的が競争を許さない場合」に該当するため
（日本赤十字社 会計規則第３６条３項）
予定金額が160万円を超えないことから、日本赤十字社会計規則
¥1,464,372 第３６条４項の規定に基づき、見積競争による随意契約とすること。
（税込） （日本赤十字社 会計規則施行細則第３5条2項）

静岡市葵区追手町８番２号

血液検査システム
11 アドヴィア2120i保守契約

1

静岡赤十字病院
事務部 新病院・用度課

アルフレッサ株式会社
平成29年4月1日

静岡市駿河区豊田3丁目8-6

静岡市葵区追手町８番２号

¥2,052,000

当該機器は当院が求める性能を有することから競争の余地はなく、
またメ－カ－から指定された代理店であることから、「契約の性質又

（税込） は目的が競争を許さない場合」に該当するため
（日本赤十字社 会計規則第３６条３項）

共同購入

No

物品等叉は役務の名称

ハイブリッド滅菌器
12 HS66T-LTFS保守契約

数 随意契約担当部署の名
量
称及び所在地
静岡赤十字病院
事務部 用度課

1

随意契約を
締結した日

随意契約の相手方の氏名 随意契約に係
及び住所
る契約金額

協和医科器械（株）
平成29年4月1日
静岡市駿河区156-2

随意契約によることとした理由

予定金額が160万円を超えないことから、日本赤十字社会計規則
第３６条４項の規定に基づき、見積競争による随意契約とすること。
（税込） （日本赤十字社 会計規則施行細則第３5条2項）

¥1,134,000

静岡市葵区追手町８番２号

乳房撮影装置MAMMOMAT
13 3000NOVA 保守契約

1

静岡赤十字病院
事務部 用度課

平成29年4月1日

シ－メンスヘルスケア 株式会社

静岡市葵区栄町 株式会社

予定金額が160万円を超えないことから、日本赤十字社会計規則
第３６条４項の規定に基づき、見積競争による随意契約とすること。
（税込） （日本赤十字社 会計規則施行細則第３5条2項）

¥1,296,000

静岡市葵区追手町８番２号

フラットパネル
14 CXD1 401CW/701CW保守契約

1

静岡赤十字病院
事務部 用度課

予定金額が160万円を超えないことから、日本赤十字社会計規則

静岡メディックス株式会社 ¥1,163,160 第３６条４項の規定に基づき、見積競争による随意契約とすること。
平成29年4月1日
（税込） （日本赤十字社 会計規則施行細則第３5条2項）
焼津市吉永666-1

静岡市葵区追手町８番２号

オ－トクレ－プ滅菌器
15 RG-32FW保守契約

2

静岡赤十字病院
事務部 用度課

予定金額が160万円を超えないことから、日本赤十字社会計規則
第３６条４項の規定に基づき、見積競争による随意契約とすること。
（税込） （日本赤十字社 会計規則施行細則第３5条2項）

協和医科器械（株）
平成29年4月1日
静岡市駿河区156-2

¥1,522,800

協和医科器械（株）
平成29年4月1日
静岡市駿河区156-2

¥9,189,600

静岡市葵区追手町８番２号

全身用X線コンピュ－タ断層撮影装置

16 CT580W 保守契約

1

モバイル型デジタルイメ－ジング装置

17 ARCADIS Avantic 保守契約

1

静岡赤十字病院
事務部 新病院・用度課

当該機器は当院が求める性能を有することから競争の余地はなく、

静岡市葵区追手町８番２号

に該当するため（日本赤十字社 会計規則第３６条３項）

静岡赤十字病院
事務部 新病院・用度課

当該機器は当院が求める性能を有することから競争の余地はなく、

平成29年4月1日

株式会社
オズ
静岡市駿河区2-23-39

¥2,138,400

18

①制御装置（Console Advance）
②制御装置（Console Mobile）
③FPD装置（CALNEO Smart C77）
④FPD装置（CALNEO Smart C47）
⑤FPD装置（CALNEO Smart C12）
⑥CALNEO電源供給ユニット（MP）
⑦CALNEO flex AP（AP）

造影剤注入装置保守契約
①デュアルショット（CT用）

19

20

②デュアルショットGX7天井懸垂装置用（CT用）

③ソニックショット（MRI用）
④PressDuo（アンギオ用）
⑤スマ－トショット（治療装置）
放射線治療周辺機器 保守契約
①RAMTEC Dうお型 高精度線量計
②BｌuePhantom2 3次元水ファントムシステム

③1122型 IC PROFILER
④1094型 CHECKMATE2
⑤RADCALC 放射線治療計画MU検証ソフトウェア

静岡赤十字病院
4 事務部 新病院・用度課

また、保守契約業者は直接メ－カ－から指定された代理店で

（税込） あることから、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」

静岡市葵区追手町８番２号

富士フィルムDRシステム保守契約

また、保守契約業者は直接メ－カ－から指定された代理店で

（税込） あることから、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」

に該当するため（日本赤十字社 会計規則第３６条３項）
富士フィルムメディカル株式会社

1
6 静岡市葵区追手町８番２号 平成29年4月1日 横浜市港北区新横浜
2
2丁目8番11号
2
6
1

当該機器は契約メ－カ－社の機器であり性能を有することから

¥3,600,000

競争の余地はなく、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」

に該当するため（日本赤十字社 会計規則第３６条３項）

（税別）

静岡赤十字病院

1
協和医科器械（株）
1 事務部 新病院・用度課 平成29年4月1日
2
静岡市駿河区156-2
1 静岡市葵区追手町８番２号
1

当該機器は当院が求める性能を有することから競争の余地はなく、

#########

また、保守契約業者は直接メ－カ－から指定された代理店で
あることから、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」
（税込） に該当するため（日本赤十字社 会計規則第３６条３項）

静岡赤十字病院

1
協和医科器械（株）
1 事務部 新病院・用度課 平成29年4月1日
1
静岡市駿河区156-2
1 静岡市葵区追手町８番２号
1

当該機器は当院が求める性能を有することから競争の余地はなく、

¥3,466,800

また、保守契約業者は直接メ－カ－から指定された代理店で

（税込） あることから、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」
に該当するため（日本赤十字社 会計規則第３６条３項）

その他必要な
事項（備考）

No

21

22

物品等叉は役務の名称
GE社製放射線課内機器（CT以外）保守契約
①ネットワ－ク関連装置システム
②核医学画像診断装置Millennium MG
③画像解析用ワ－クステ－ションXeleris2.0
④乳房用デジタルX線撮影装置Senographe
⑤X線骨密度測定装置PRODIGY
X線撮影・Ｘ線テレビ室放射線機器保守料契約
①多目的デジタルＸ線テレビシステムＤＲＥＸ-ＵＩ80/05

②デジタルＸ線テレビシステムＤＲＥＸ-ＺＸ80/Ｐ6

③一般Ｘ線撮影装置ＭＲＡＤ-Ａ50Ｓ/ＢＭ

23 メッセンジャ－業務委託

数 随意契約担当部署の名
量
称及び所在地

随意契約を
締結した日

随意契約の相手方の氏名 随意契約に係
及び住所
る契約金額

随意契約によることとした理由

GEヘルスケア・ジャパン（株） ¥4,795,200 当該機器は契約メ－カ－社の機器であり性能を有することから
1 静岡赤十字病院
競争の余地はなく、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」
1
平成29年4月1日
（税込） に該当するため（日本赤十字社 会計規則第３６条３項）
静岡市駿河区有東2-2-6
1 事務部 新病院・用度課
1
1 静岡市葵区追手町８番２号

静岡赤十字病院

当該機器は契約メ－カ－社の機器であり性能を有することから

1 事務部 新病院・用度課 平成29年4月1日
1
2 静岡市葵区追手町８番２号
1

静岡赤十字病院
事務部 新病院・用度課

平成29年4月1日

東芝メディカルシステムズ株式会社
静岡市葵区伝馬町24-2相川伝馬ビル

株式会社ダスキンヘルスケア
東京都港区芝1-6-10芝SIAビル4階

¥1,197,000

競争の余地はなく、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」

（税別） に該当するため（日本赤十字社 会計規則第３６条３項）
契約業者は過去の実績により当事業を熟知しており、迅速な対応
や不要な能力、経験を有していることから、競争に付することが
（税込） 不利と認められるため。（日本赤十字社 会計規則第３６条３項）

¥10,386,144

静岡市葵区追手町８番２号

24 中央材料室業務委託

1

静岡赤十字病院
事務部 新病院・用度課

平成29年4月1日

株式会社ダスキンヘルスケア
東京都港区芝1-6-10芝SIAビル4階

契約業者は過去の実績により当事業を熟知しており、迅速な対応
や不要な能力、経験を有していることから、競争に付することが
（税込） 不利と認められるため。（日本赤十字社 会計規則第３６条３項）

¥46,106,496

静岡市葵区追手町８番２号

25 リネン室管理業務委託

1

静岡赤十字病院
事務部 新病院・用度課
静岡市葵区追手町８番２号

26

27

28

29

30

ワタキュ－セイモア株式会社
平成29年4月1日
沼津市上香貫槇島町1264-1

契約業者は過去の実績により当事業を熟知しており、迅速な対応
や不要な能力、経験を有していることから、競争に付することが
（税込） 不利と認められるため。（日本赤十字社 会計規則第３６条３項）

¥4,795,200

その他必要な
事項（備考）

２８年度随意契約の公表（施設課）
役務の名称及び数量
自動ドア保守点検契約
自家用高圧受変電設備
の法定定期点検
非常用発電装置保守点
検契約
クリーンファンパッケージ
保守点検
医療ガス保守点検業務

中央監視・機器制御保守
点検業務
１・３号館吸収式冷温水
発生器保守点検

随意契約に
随意契約担当部課 随意契約を締
随意契約によることとした理由
随意契約の相手側の氏名及び住所 係る契約金
の名称及び所在地
結した日
額
施設課・静岡市葵区
4月1日
静岡市葵区池ヶ谷東4番8号ナブコ
1,026,000 当該業者はメーカーがメンテナンスを推奨している業者であり保守整備に必要な技術や機材を
追手町8番2号
システム株式会社
有している。以上、日本赤十字社会計規則第36条第3項「契約の性質又は目的が競争を許さな
い場合」に該当。
施設課・静岡市葵区
4月1日
静岡市葵区春日3丁目4番18号 財
2,106,000 当該業者は当院の受変電設備の機能・構造を熟知している。またトラブルに備え、緊急
追手町8番2号
団法人 中部電気保安協会静岡支
体制が整っていることなど電気設備の保安上欠かすことが出来ない業者であることから
店
日本赤十字社会計規則第36条第3項「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該
施設課・静岡市葵区
4月1日
静甲株式会社・静岡市清水区天神
1,357,500 当
当該業者はメーカーがメンテナンスを推奨している業者であり保守整備に必要な技術や機材を
追手町8番2号
２丁目８番１号
有している。以上、日本赤十字社会計規則第36条第3項「契約の性質又は目的が競争を許さな
い場合」に該当。
施設課・静岡市葵区
4月1日
株式会社アイソテック・東京都中央
1,013,040 当該業者はメーカーであり保守整備に必要な技術や機材を有している。
追手町8番2号
区新川1-24-8
以上、日本赤十字社会計規則第36条第3項「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該
施設課・静岡市葵区
3月30日
株式会社エフエスユニ静岡営業所・
1,954,800 当。
機器メーカーが当該業者によるメンテナンスを推奨し、また保守整備に必要な技術や機材を有し
追手町8番2号
静岡市駿河区敷地１丁目２４番地２
ている。
６号
以上、日本赤十字社会計規則第36条第3項「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該
当。
施設課・静岡市葵区
4月1日
アズビル株式会社・名古屋市中区
1,706,400 当該業者はメーカーであり保守整備に必要な技術や機材を有している。
追手町8番2号
正木３丁目５番２７号
以上、日本赤十字社会計規則第36条第3項「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該
当。
施設課・静岡市葵区
4月1日
鈴与商事株式会社・静岡市葵区栄
1,404,000 当該業者はメーカーがメンテナンスを推奨している業者であり保守整備に必要な技術や機材を
追手町8番2号

町１番地３

２号館吸収式冷温水発
生器保守点検

施設課・静岡市葵区
追手町8番2号

4月1日

中部増成機械工業株式会社・名古
屋市中川区柳島町３丁目２４番地

設備管理業務委託

施設課・静岡市葵区
追手町8番2号

4月2日

株式会社静岡ダイケンビルサービ
ス・静岡葵区栄町３番地の９

2号館一般系継電器交換 施設課・静岡市葵区
工事
追手町8番2号

2月29日

静岡市葵区日出町1番地の2株式会
社きんでん中部支社静岡営業所

2号館非常系保護継電器 施設課・静岡市葵区
交換工事
追手町8番2号

7月29日

静岡市葵区日出町1番地の2株式会
社きんでん中部支社静岡営業所

人宿町職員駐輪場解体 施設課・静岡市葵区
追手町8番2号

11月ころ

静岡市葵区古庄四丁目15番5号

有している。以上、日本赤十字社会計規則第36条第3項「契約の性質又は目的が競争を許さな
い場合」に該当。
1,674,000 当該業者はメーカーがメンテナンスを推奨している業者であり保守整備に必要な技術や機材を
有している。以上、日本赤十字社会計規則第36条第3項「契約の性質又は目的が競争を許さな
い場合」に該当。
1,028,160 契約業者は過去の実績により当事業を熟知しており、迅速な対応や必要な能力、経験を有して
いることから、競争に付すことが不利と認められるため。（日本赤十字社会計規則36条の3項）
2,160,000 受変電設備本体の部品取替え工事は、管理上メーカーによる工事が必要です。
以上は日本赤十字社会計規則第３６条第３項「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に
3,672,000 該当。
受変電設備本体の部品取替え工事は、管理上メーカーによる工事が必要です。
以上は日本赤十字社会計規則第３６条第３項「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に
1,566,000 該当。
予定金額が250万円を超えない工事であることから、日本赤十字社会計規則36条の４項の規定
に基づき見積もり競争による随意契約とすること。（日本赤十字社会計規則35条の2項）

