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給食業務委託
福井赤十字病院
事務部　人事課

令和2年4月1日
（株）さくら
福井県福井市米松一丁目
14番11号

77,352,000円

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、競争に付することが不利と認められた
ため。（日本赤十字社会計規則第３６条４項、細
則第３５条）

医事業務委託
福井赤十字病院
事務部　人事課

令和2年4月1日
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河
台2-9

99,618,420円

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、競争に付することが不利と認められた
ため。（日本赤十字社会計規則第３６条４項、細
則第３５条）

医事業務委託
福井赤十字病院
事務部　人事課

令和2年4月1日
（株）ｿﾗｽﾄ北陸支社
金沢市北安江１-3-24 44,284,680円

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、競争に付することが不利と認められた
ため。（日本赤十字社会計規則第３６条４項、細
則第３５条）

医事業務委託
福井赤十字病院
事務部　人事課

令和2年4月1日
（株）医療サポート
福井市四ッ井2-6-11

17,812,212円

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、競争に付することが不利と認められた
ため。（日本赤十字社会計規則第３６条４項、細
則第３５条）

医事業務委託
福井赤十字病院
事務部　人事課

令和2年4月1日
（株）ﾋｭ-ﾏﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ
福井市羽水2丁目701

6,219,840円

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、競争に付することが不利と認められた
ため。（日本赤十字社会計規則第３６条４項、細
則第３５条）

警備業務委託
福井赤十字病院
事務部　人事課

令和2年4月1日
（株）アイビックス
福井市下馬2-101

32,742,710円

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、競争に付することが不利と認められた
ため。（日本赤十字社会計規則第３６条４項、細
則第３５条）

看護助手委託費
福井赤十字病院
事務部　人事課

令和2年4月1日
（株）医療サポート
福井市四ッ井2-6-11

20,353,608円

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、競争に付することが不利と認められた
ため。（日本赤十字社会計規則第３６条４項、細
則第３５条）

看護助手委託費
福井赤十字病院
事務部　人事課

令和2年4月1日
（株）ﾋｭ-ﾏﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ
福井市羽水2丁目701

12,685,200円

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、競争に付することが不利と認められた
ため。（日本赤十字社会計規則第３６条４項、細
則第３５条）

事務業務派遣
福井赤十字病院
事務部　人事課

令和2年4月1日
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河
台2-9

20,133,300円

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、競争に付することが不利と認められた
ため。（日本赤十字社会計規則第３６条４項、細
則第３５条）

事務業務派遣
福井赤十字病院
事務部　人事課

令和2年4月1日
（株）医療サポート
福井市四ッ井2-6-11

31,858,662円

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、競争に付することが不利と認められた
ため。（日本赤十字社会計規則第３６条４項、細
則第３５条）

事務業務派遣
福井赤十字病院
事務部　人事課

令和2年4月1日
（株）ﾋｭ-ﾏﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ
福井市羽水2丁目701

13,217,160円

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、競争に付することが不利と認められた
ため。（日本赤十字社会計規則第３６条４項、細
則第３５条）

事務業務派遣
福井赤十字病院
事務部　人事課

令和2年4月1日
（株）ｿﾗｽﾄ北陸支社
金沢市北安江１-3-24 6,040,320円

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、競争に付することが不利と認められた
ため。（日本赤十字社会計規則第３６条４項、細
則第３５条）

事務業務派遣
福井赤十字病院
事務部　人事課

令和2年4月1日
ﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌﾌｫｰﾗﾑ（株）
福井市大手2丁目7-15

6,956,400円

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、競争に付することが不利と認められた
ため。（日本赤十字社会計規則第３６条４項、細
則第３５条）

事務業務派遣
福井赤十字病院
事務部　人事課

令和2年4月1日
福井銀行（株）
福井市順化1-1-1

5,830,000円

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、競争に付することが不利と認められた
ため。（日本赤十字社会計規則第３６条４項、細
則第３５条）

搬送業務委託
福井赤十字病院
事務部　人事課

令和2年4月1日
（株）ソラスト北陸支社
金沢市北安江１-3-24 12,804,000円

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、競争に付することが不利と認められた
ため。（日本赤十字社会計規則第３６条４項、細
則第３５条）

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（令和２年度）
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中央滅菌室業務
福井赤十字病院
事務部　人事課

令和2年4月1日

ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ（株）
近畿支店
京都府綴喜郡井出町大字
多賀小字茶臼塚12-2

64,038,300円

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、競争に付することが不利と認められた
ため。（日本赤十字社会計規則第３６条４項、細
則第３５条）

手術場環境整備業務
福井赤十字病院
事務部　人事課

令和2年4月1日
（株）アカツキ
大阪府堺市東区日置荘西
町3丁5番2号

12,408,000円

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、競争に付することが不利と認められた
ため。（日本赤十字社会計規則第３６条４項、細
則第３５条）

電話交換業務
福井赤十字病院
事務部　人事課

令和2年4月1日
(株)パソナ　パソナ・福井

福井県越前市幸町1番2号
14,343,186円

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、競争に付することが不利と認められた
ため。（日本赤十字社会計規則第３６条４項、細
則第３５条）

コンピューター管理管理
福井赤十字病院
事務部　人事課

令和2年4月1日
（株）インテック福井セ
ンター
福井市大手2-7-15

18,216,000円

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、競争に付することが不利と認められた
ため。（日本赤十字社会計規則第３６条４項、細
則第３５条）

健診センター看護助手業務
福井赤十字病院
事務部　人事課

令和2年4月1日
（株）ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河
台2-9

2,019,600円

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、競争に付することが不利と認められた
ため。（日本赤十字社会計規則第３６条４項、細
則第３５条）

Ｘ線ＴＶ装置保守
福井市月見2丁目4番1
号
福井赤十字病院管財課

令和2年4月1日
株式会社ミタス
福井市問屋町4-901

4,290,000

契約業者は当該機器の製造業者の代理店であり当
該保守に必要な技術及び能力を有するのは契約業
者のみであることから、契約の性質または目的が
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条第3項）

血液検査システム保守
福井市月見2丁目4番1
号
福井赤十字病院管財課

令和2年4月1日
株式会社ミタス
福井市問屋町4-901

3,965,940

契約業者は当該機器の製造業者の代理店であり当
該保守に必要な技術及び能力を有するのは契約業
者のみであることから、契約の性質または目的が
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条第3項）

全自動錠剤分包機･水薬監
視装置他保守

福井市月見2丁目4番1
号
福井赤十字病院管財課

令和2年4月1日
冨木医療器株式会社福井
支店
福井市新保3丁目2302番地

4,357,100

契約業者は当該機器の製造業者の代理店であり当
該保守に必要な技術及び能力を有するのは契約業
者のみであることから、契約の性質または目的が
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条第3項）

デジタルラジオグラフィ他
保守

福井市月見2丁目4番1
号
福井赤十字病院管財課

令和2年4月1日
伊藤医療器株式会社
福井市大宮４丁目-11-5

5,819,000

契約業者は当該機器の製造業者の代理店であり当
該保守に必要な技術及び能力を有するのは契約業
者のみであることから、契約の性質または目的が
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条第3項）

マルチディテクタコン
ピュータ断層撮影装置保守

福井市月見2丁目4番1
号
福井赤十字病院管財課

令和2年4月1日
伊藤医療器株式会社
福井市大宮４丁目-11-5

14,608,000

契約業者は当該機器の製造業者の代理店であり当
該保守に必要な技術及び能力を有するのは契約業
者のみであることから、契約の性質または目的が
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条第3項）

全身用２５６スライスＣＴ
撮影装置保守

福井市月見2丁目4番1
号
福井赤十字病院管財課

令和2年4月1日
伊藤医療器株式会社
福井市大宮４丁目-11-5

16,874,000

契約業者は当該機器の製造業者の代理店であり当
該保守に必要な技術及び能力を有するのは契約業
者のみであることから、契約の性質または目的が
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条第3項）

生化学自動分析装置保守
福井市月見2丁目4番1
号
福井赤十字病院管財課

令和2年4月1日
轟産業（株）福井支店
福井市毛矢３丁目2-4

9,526,000

契約業者は当該機器の製造業者の代理店であり当
該保守に必要な技術及び能力を有するのは契約業
者のみであることから、契約の性質または目的が
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条第3項）

冷暖房設備
事務部管財課
福井市月見２丁目４番
１号

令 和 2年 4月 1日 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱福井支店 3223000

契約業者は、当該機器の製造業者であり、当該保
守に必要な技術・能力及び保守部品を有するのは
契約業者のみ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に該当するため（日本赤十
字社会計規則第36条第3項）

冷凍機設備
事務部管財課
福井市月見２丁目４番
１号

令 和 2年 4月 1日
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ産機ｼｽﾃﾑｽﾞ㈱中部支店北
信営業部北陸2課

2070200

契約業者は、当該機器の製造業者であり、当該保
守に必要な技術・能力及び保守部品を有するのは
契約業者のみ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に該当するため（日本赤十
字社会計規則第36条第3項）

空調等中央監視装置
事務部管財課
福井市月見２丁目４番
１号

令 和 2年 4月 1日 鳥羽システム㈱ 451000

契約業者は、当該機器の製造業者であり、当該保
守に必要な技術・能力及び保守部品を有するのは
契約業者のみ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に該当するため（日本赤十
字社会計規則第36条第4項）
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空調設備ﾌｨﾙﾀｰ清掃作業
事務部管財課
福井市月見２丁目４番
１号

令 和 2年 4月 1日 ヤマダ工業(有) 2024000

医療施設特有（クリーンエリア、感染病棟等）の
清掃であり、また一般の清掃業者では取り扱えな
いフィルター構造も含まれているため、過去の実
績により当該業務に必要な能力及び経験を有し、
迅速かつ安全に事業を遂行できるのは契約業者の
みであることから契約の性質又は目的が競争を許
さない場合に該当するため（日本赤十字社会計規
則第36条第3項）

医療ガス設備
事務部管財課
福井市月見２丁目４番
１号

令 和 2年 4月 1日 ｴｱ・ｳｫｰﾀｰ防災㈱　中部支店 5500000

契約業者は、当該機器の製造業者であり、当該保
守に必要な技術・能力及び保守部品を有するのは
契約業者のみであること、また迅速かつ安全な事
業の遂行ができるのは契約業者のみであることか
ら契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該
当するため（日本赤十字社会計規則第36条第3
項）

昇降機設備
事務部管財課
福井市月見２丁目４番
１号

令 和 2年 4月 1日 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱福井支店 13200000

契約業者は、当該機器の製造業者であり、当該保
守に必要な技術・能力及び保守部品を有するのは
契約業者のみ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に該当するため（日本赤十
字社会計規則第36条第3項）

昇降機設備（ﾍﾘﾎﾟｰﾄ）
事務部管財課
福井市月見２丁目４番
１号

令 和 2年 4月 1日 日本機器鋼業㈱ 429000

契約業者は、当該機器の製造業者であり、当該保
守に必要な技術・能力及び保守部品を有するのは
契約業者のみ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に該当するため（日本赤十
字社会計規則第36条第4項）

電力設備
事務部管財課
福井市月見２丁目４番
１号

令 和 2年 4月 1日 ㈱エネサーブ北陸 1496000

契約業者は、過去の実績により当該業務に必要な
能力及び経験を有し、迅速かつ安全な事業の遂行
ができるのは契約業者のみ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に該当するた
め（日本赤十字社会計規則第36条第3項）

ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備
事務部管財課
福井市月見２丁目４番
１号

令 和 2年 4月 1日 福井電装株式会社 550000

契約業者は、当該機器の製造業者であり、当該保
守に必要な技術・能力及び保守部品を有するのは
契約業者のみ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に該当するため（日本赤十
字社会計規則第36条第3項）

非常用発電機設備
事務部管財課
福井市月見２丁目４番
１号

令 和 2年 4月 1日 ㈱ｶﾜｻｷﾏｼﾝｼｽﾃﾑｽﾞ 1061500

契約業者は、当該機器の製造業者であり、当該保
守に必要な技術・能力及び保守部品を有するのは
契約業者のみ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に該当するため（日本赤十
字社会計規則第36条第3項）

自動ドア設備
事務部管財課
福井市月見２丁目４番
１号

令 和 2年 4月 1日 硝和硝子㈱ 1650000

契約業者は、当該機器の製造業者の代理店であ
り、当該保守に必要な技術・能力を有するのは契
約業者のみ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に該当するため（日本赤十字
社会計規則第36条第3項）

駐車場設備
事務部管財課
福井市月見２丁目４番
１号

令 和 2年 4月 1日 大和電建㈱ 924000

契約業者は、当該機器の製造業者の代理店であ
り、当該保守に必要な技術・能力を有するのは契
約業者のみ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に該当するため（日本赤十字
社会計規則第36条第3項）

構内植栽管理
事務部管財課
福井市月見２丁目４番
１号

令 和 2年 4月 1日 若越緑化㈱ 1397000

植栽管理においては継続した管理が必要であり、
また入札によりその都度業者が変更した際に、枯
葉・枯木等の補償の上で問題が生じる可能性があ
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）

純水製造設備(OP・ICU他）
事務部管財課
福井市月見２丁目４番
１号

令 和 2年 4月 1日
三菱ケミカルアクア・ソリュー
ションズ㈱

297000

契約業者は、当該機器の製造業者の代理店であ
り、当該保守に必要な技術・能力を有するのは契
約業者のみ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に該当するため（日本赤十字
社会計規則第36条第3項）

放射線棟ＲＩ設備
事務部管財課
福井市月見２丁目４番
１号

令 和 2年 4月 1日 ㈱千代田テクノル 605000

契約業者は、当該機器の製造業者の代理店であ
り、当該保守に必要な技術・能力を有するのは契
約業者のみ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に該当するため（日本赤十字
社会計規則第36条第4項）

気送管設備
事務部管財課
福井市月見２丁目４番
１号

令 和 2年 4月 1日 ㈱日本シューター名古屋支店 726000

契約業者は、当該機器の製造業者であり、当該保
守に必要な技術・能力及び保守部品を有するのは
契約業者のみ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に該当するため（日本赤十
字社会計規則第36条第3項）

冷蔵庫
事務部管財課
福井市月見２丁目４番
１号

令 和 2年 4月 1日 ホシザキ北信越㈱ 204875

契約業者は、当該機器の製造業者であり、当該保
守に必要な技術・能力及び保守部品を有するのは
契約業者のみ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に該当するため（日本赤十
字社会計規則第36条第4項）
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排水処理設備（感染・検査・透析）
事務部管財課
福井市月見２丁目４番
１号

令 和 2年 4月 1日 アーパス技研工業㈱ 445500

契約業者は、当該機器の製造業者の代理店であ
り、当該保守に必要な技術・能力を有するのは契
約業者のみ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に該当するため（日本赤十字
社会計規則第36条第7項）

厨芥処理装置排水設備
事務部管財課
福井市月見２丁目４番
１号

令 和 2年 4月 1日 パイプ美装（有） 206800

契約業者は、過去の実績により当該業務に必要な
能力及び経験を有し、迅速かつ安全な事業の遂行
ができるのは契約業者のみ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に該当するた
め（日本赤十字社会計規則第36条第3項）

給茶機設備
事務部管財課
福井市月見２丁目４番
１号

令 和 2年 4月 1日 ㈱ジャパンビバレッジ 132000

契約業者は、当該機器の製造業者の代理店であ
り、当該保守に必要な技術・能力を有するのは契
約業者のみ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に該当するため（日本赤十字
社会計規則第36条第7項）

電話交換機設備
事務部管財課
福井市月見２丁目４番
１号

令 和 2年 4月 1日 大和電建㈱ 514800

契約業者は、当該機器の製造業者の代理店であ
り、当該保守に必要な技術・能力を有するのは契
約業者のみ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に該当するため（日本赤十字
社会計規則第36条第8項）

グリストラップ清掃
事務部管財課
福井市月見２丁目４番
１号

令 和 2年 4月 1日 ヤマダ工業(有) 488400

契約業者は、過去の実績により当該業務に必要な
能力及び経験を有し、迅速かつ安全な事業の遂行
ができるのは契約業者のみ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に該当するた
め（日本赤十字社会計規則第36条第3項）

病理システム保守委託業務
福井赤十字病院
事務部　医療情報課
福井市月見2-4-1

令和2年3月31日
丸文通商株式会社福井支
店
福井市和田中2-907

3,511,200

当該システムの契約業者は開発製造業者の代理店
であり、保守に必要な技術・能力及び保守部品を
有するのは契約業者のみであることから、他社と
の競合の余地がないとなり、日本赤十字社会計規
則第３６条第３項の契約の性質又は目的が競争を
許さないに該当するため

放射線画像管理システム保
守委託業務

福井赤十字病院
事務部　医療情報課
福井市月見2-4-1

令和2年3月31日
丸文通商株式会社福井支
店
福井市和田中2-907

6,540,000

当該システムの契約業者は開発製造業者の代理店
であり、保守に必要な技術・能力及び保守部品を
有するのは契約業者のみであることから、他社と
の競合の余地がないとなり、日本赤十字社会計規
則第３６条第３項の契約の性質又は目的が競争を
許さないに該当するため

ＤＰＣコードファインダー
保守委託業務

福井赤十字病院
事務部　医療情報課
福井市月見2-4-1

令和2年3月31日

ニッセイ情報テクノロ
ジー株式会社
東京都大田区蒲田5-37-1
ニッセイアロマスクエア
6F

1,308,000

当該システムは契約業者により開発構築されたも
のであり、保守に必要な技術・能力及び保守部品
を有するのは契約業者のみであることから、他社
との競合の余地がないとなり、日本赤十字社会計
規則第３６条第３項の契約の性質又は目的が競争
を許さないに該当するため

診療情報システム保守委託
業務

福井赤十字病院
事務部　医療情報課
福井市月見2-4-1

令和2年3月31日
富士通株式会社
北陸営業本部　福井支店
福井市毛矢1-10-1

58,620,330

当該システムは契約業者により開発構築されたも
のであり、保守に必要な技術・能力及び保守部品
を有するのは契約業者のみであることから、他社
との競合の余地がないとなり、日本赤十字社会計
規則第３６条第３項の契約の性質又は目的が競争
を許さないに該当するため

生理検査システム保守委託
業務

福井赤十字病院
事務部　医療情報課
福井市月見2-4-1

令和2年3月31日
株式会社ミタス
福井市問屋町4-901

3,643,200

当該システムの契約業者は開発製造業者の代理店
であり、保守に必要な技術・能力及び保守部品を
有するのは契約業者のみであることから、他社と
の競合の余地がないとなり、日本赤十字社会計規
則第３６条第３項の契約の性質又は目的が競争を
許さないに該当するため

輸血システム保守委託業務
福井赤十字病院
事務部　医療情報課
福井市月見2-4-1

令和2年3月31日
平野純薬株式会社
福井市下馬2-1420

1,082,400

当該システムの契約業者は開発製造業者の代理店
であり、保守に必要な技術・能力及び保守部品を
有するのは契約業者のみであることから、他社と
の競合の余地がないとなり、日本赤十字社会計規
則第３６条第３項の契約の性質又は目的が競争を
許さないに該当するため

病歴管理システム保守委託
業務

福井赤十字病院
事務部　医療情報課
福井市月見2-4-1

令和2年3月31日
三谷商事株式会社
福井市中央1-3-1

1,089,000

当該システムは契約業者により開発構築されたも
のであり、保守に必要な技術・能力及び保守部品
を有するのは契約業者のみであることから、他社
との競合の余地がないとなり、日本赤十字社会計
規則第３６条第３項の契約の性質又は目的が競争
を許さないに該当するため

眼科画像管理システム保守
委託業務

福井赤十字病院
事務部　医療情報課
福井市月見2-4-1

令和2年3月31日
冨木医療器株式会社
福井支店
福井市新保３丁目2302

2,603,700

当該システムの契約業者は開発製造業者の代理店
であり、保守に必要な技術・能力及び保守部品を
有するのは契約業者のみであることから、他社と
の競合の余地がないとなり、日本赤十字社会計規
則第３６条第３項の契約の性質又は目的が競争を
許さないに該当するため

手術部支援生体情報管理シ
ステム保守委託業務

福井赤十字病院
事務部　医療情報課
福井市月見2-4-1

令和2年3月31日
株式会社ミタス
福井市問屋町4-901

6,520,800

当該システムの契約業者は開発製造業者の代理店
であり、保守に必要な技術・能力及び保守部品を
有するのは契約業者のみであることから、他社と
の競合の余地がないとなり、日本赤十字社会計規
則第３６条第３項の契約の性質又は目的が競争を
許さないに該当するため

検像システム保守委託業務
福井赤十字病院
事務部　医療情報課
福井市月見2-4-1

令和2年3月31日
伊藤医療器株式会社
福井市大宮4-11-5

1,870,000

当該システムの契約業者は開発製造業者の代理店
であり、保守に必要な技術・能力及び保守部品を
有するのは契約業者のみであることから、他社と
の競合の余地がないとなり、日本赤十字社会計規
則第３６条第３項の契約の性質又は目的が競争を
許さないに該当するため
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透析通信システム保守委託
業務

福井赤十字病院
事務部　医療情報課
福井市月見2-4-1

令和2年3月31日
丸文通商株式会社福井支
店
福井市和田中2-907

1,996,500

当該システムの契約業者は開発製造業者の代理店
であり、保守に必要な技術・能力及び保守部品を
有するのは契約業者のみであることから、他社と
の競合の余地がないとなり、日本赤十字社会計規
則第３６条第３項の契約の性質又は目的が競争を
許さないに該当するため

心臓用血管撮影装置用動画
サーバシステム保守業務委
託

福井赤十字病院
事務部　医療情報課
福井市月見2-4-1

令和2年3月31日
丸文通商株式会社福井支
店
福井市和田中2-907

1,353,000

当該システムの契約業者は開発製造業者の代理店
であり、保守に必要な技術・能力及び保守部品を
有するのは契約業者のみであることから、他社と
の競合の余地がないとなり、日本赤十字社会計規
則第３６条第３項の契約の性質又は目的が競争を
許さないに該当するため

インターネットシステム保
守業務委託

福井赤十字病院
事務部　医療情報課
福井市月見2-4-1

令和2年3月31日
株式会社富士通エフサス
福井支店
福井市毛矢1-10-1

3,230,370

当該システムは契約業者により開発構築されたも
のであり、保守に必要な技術・能力及び保守部品
を有するのは契約業者のみであることから、他社
との競合の余地がないとなり、日本赤十字社会計
規則第３６条第３項の契約の性質又は目的が競争
を許さないに該当するため

放射線治療マネジメントシ
ステム保守業務委託

福井赤十字病院
事務部　医療情報課
福井市月見2-4-1

令和2年3月31日
株式会社ミタス
福井市問屋町4-901

4,950,000

当該システムの契約業者は開発製造業者の代理店
であり、保守に必要な技術・能力及び保守部品を
有するのは契約業者のみであることから、他社と
の競合の余地がないとなり、日本赤十字社会計規
則第３６条第３項の契約の性質又は目的が競争を
許さないに該当するため

薬剤業務支援システム保守
業務委託

福井赤十字病院
事務部　医療情報課
福井市月見2-4-1

令和2年3月31日
冨木医療器株式会社
福井支店
福井市新保３丁目2302

1,705,000

当該システムの契約業者は開発製造業者の代理店
であり、保守に必要な技術・能力及び保守部品を
有するのは契約業者のみであることから、他社と
の競合の余地がなく、日本赤十字社会計規則第３
６条第３項の契約の性質又は目的が競争を許さな
いに該当するため

自動精算機システム保守業
務委託

福井赤十字病院
事務部　医療情報課
福井市月見2-4-1

令和2年3月31日

日本データカード株式会
社
大阪支店
大阪府吹田市豊津町9-1

1,384,680

当該システムの契約業者は開発製造業者の代理店
であり、保守に必要な技術・能力及び保守部品を
有するのは契約業者のみであることから、他社と
の競合の余地がないとなり、日本赤十字社会計規
則第３６条第３項の契約の性質又は目的が競争を
許さないに該当するため

栄養管理システム保守業務
委託

福井赤十字病院
事務部　医療情報課
福井市月見2-4-1

令和2年3月31日
日本電気株式会社
福井支店
福井市大手2-7-15

1,332,540

当該システムの契約業者は開発製造業者の代理店
であり、保守に必要な技術・能力及び保守部品を
有するのは契約業者のみであることから、他社と
の競合の余地がないとなり、日本赤十字社会計規
則第３６条第３項の契約の性質又は目的が競争を
許さないに該当するため


