別紙様式第１０－２
令和２年度４月・５月

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の様式

物品等又は役務の
随意契約担当部課の
随意契約を
名称及び数量
名称及び所在地
締結した日
ベーカリーデリカ原状回復 高松赤十字病院
2020年4月17日
工事
管財課
高松市番町４－１－３

随意契約の相手方の
氏名及び住所
株式会社大林組四国支店
香川県高松市中央町11番11号

ベッドパンウォッシャー1 高松赤十字病院
2020年4月30日
式（一次工事含む）
管財課
高松市番町４－１－３

尾路医科器械株式会社
香川県高松市中野町12番6号

随意契約に係る契
その他必要な事項
随意契約によることとした理由
約金額（税込）
（備考）
¥7,150,000 既存棟改修工事と並行して進捗する工
事であり、工事間で、各種調整が発生
するため、現実的に既存棟改修工事を
委託している株式会社大林組四国支店
以外が実施することは不可能なため,会
計規則第３６条３項（会計規則施行細
則第３５条（（１１）「契約の性質又
は目的が競争を許さないとき」））に
該当。
¥1,914,000 本年2月に設置した装置の追加整備で機
種限定のため尾路医科器械株式会社以
外が実施することは不可能であり、会
計規則第３６条３項（会計規則施行細
則第３５条（（１１）「契約の性質又
は目的が競争を許さないとき」））に
該当。

別紙様式第１０－２
令和２年度６月・７月

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の様式

物品等又は役務の
随意契約担当部課の
名称及び数量
名称及び所在地
特殊建築物定期報告にかか 高松赤十字病院
る検査・調査業務(防火設 管財課
備以外)
高松市番町４－１－３

随意契約を
随意契約の相手方の
締結した日
氏名及び住所
2020年6月10日 株式会社大林組四国支店
香川県高松市中央町11番11号

特殊建築物定期報告にかか 高松赤十字病院
る検査・調査業務(防火設 管財課
備)
高松市番町４－１－３

2020年6月10日 三和シヤッター工業株式会社
香川県高松市伏石町2080番11
号

本館地下１階機械室・電気 高松赤十字病院
室系統送風機更新工事
管財課
高松市番町４－１－３
高松赤十字病院 中央診療 高松赤十字病院
棟3階PCR検査室増設工事 管財課
高松市番町４－１－３

2020年6月23日 ダイダン株式会社四国支店
香川県高松市本町６番１７号

高松赤十字病院
階病棟改修工事

2020年7月27日 株式会社大林組四国支店
香川県高松市中央町11番11号

南館3、4 高松赤十字病院
管財課
高松市番町４－１－３

2020年7月15日 株式会社大林組四国支店
香川県高松市中央町11番11号

随意契約に係る契
その他必要な事項
随意契約によることとした理由
約金額（税込）
（備考）
¥1,650,000 検査は改修工事中のフロアを含み、現
状の設備等の把握が必要と判断される
ため、元請かつ施工中の改修工事を請
け負っている株式会社大林組四国支店
のみが対応可能であることから、日本
赤十字社会計規則第３６条３項「契約
の性質又は目的が競争を許さない場
合」に該当。
¥1,320,000 検査は改修工事中のフロアを含み、現
状の設備等把握が必要と判断され、防
火設備の検査については、改修工事を
行っている業者の下請け業者である三
和シヤッター工業株式会社のみが迅速
に対応可能であることから、日本赤十
字社会計規則第３６条３項「契約の性
質又は目的が競争を許さない場合」に
該当。
¥1,485,000 他社での対応が困難なため、会計規則
36条3項「契約の性質又は目的が競争を
許さない場合」に該当。
¥6,380,000 新型コロナウイルス感染症への対応の
ため緊急を要することから、元請かつ
施工中の改修工事を請け負っている株
式会社大林組四国支店のみが迅速に対
応可能であることから、日本赤十字社
会計規則第３６条３項（会計規則施行
細則第３５条（（１１）「緊急の必要
により競争に付することができないと
き」））に該当。
¥3,740,000 新型コロナウイルス感染症への対応の
ため緊急を要することから、元請かつ
施工中の改修工事を請け負っている株
式会社大林組四国支店のみが迅速に対
応可能であることから、日本赤十字社
会計規則第３６条３項（会計規則施行
細則第３５条（（１１）「緊急の必要
により競争に付することができないと
き」））に該当。

別紙様式第１０－２
令和２年度８月・９月

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の様式

物品等又は役務の
随意契約担当部課の
随意契約を
名称及び数量
名称及び所在地
締結した日
電話交換設備・関連機器整 高松赤十字病院
2020年8月1日
備業務２期工事
管財課
高松市番町４－１－３

随意契約の相手方の
氏名及び住所
中央電機工業株式会社
香川県高松市多肥上町309-5

産婦人科検診台

尾路医科器械株式会社
香川県高松市中野町12番6号

¥1,705,000 既存機器の故障による更新で緊急性が
高く機種限定のため尾路医科器械株式
会社以外が実施することは不可能であ
り、会計規則第３６条３項（会計規則
施行細則第３５条（（１１）「緊急の
必要により競争に付することができな
いとき」））に該当。

リアルタイム濁度測定装置 高松赤十字病院
2020年8月7日
管財課
高松市番町４－１－３

株式会社アスティス
香川県高松市勅使町761番地1

全自動化学発光酵素免疫測 高松赤十字病院
2020年8月7日
定装置
管財課
高松市番町４－１－３

株式会社アスティス
香川県高松市勅使町761番地1

リアルタイム濁度測定装置 高松赤十字病院
2020年8月7日
周辺機器
管財課
高松市番町４－１－３

四国医療器株式会社
香川県高松市錦町1丁目11-11

¥2,064,810 新型コロナウイルス対応で緊急性が高
く機種指定のため株式会社アスティス
以外が実施することは不可能であり、
会計規則第３６条３項（会計規則施行
細則第３５条（（１１）「緊急の必要
により競争に付することができないと
き」））に該当。
¥3,850,000 新型コロナウイルス対応で緊急性が高
く機種指定のため株式会社アスティス
以外が実施することは不可能であり、
会計規則第３６条３項（会計規則施行
細則第３５条（（１１）「緊急の必要
により競争に付することができないと
き」））に該当。
¥3,609,210 新型コロナウイルス対応で緊急性が高
く、また既存検査室内増室工事との取
り合いの関係上、当院の検査室内設備
事情に精通している四国医療器株式会
社による対応が適切と判断されるた
め、会計規則第３６条３項（会計規則
施行細則第３５条（（１１）「契約の
性質又は目的が競争を許さない場合」
「緊急の必要により競争に付すること
ができない場合」））に該当。

高松赤十字病院
2020年8月4日
管財課
高松市番町４－１－３

随意契約に係る契
その他必要な事項
随意契約によることとした理由
約金額（税込）
（備考）
¥4,900,500 館内保守業者であり１期工事からの継
続工事となるため、会計規則３６条３
項「契約の性質又は目的が競争を許さ
ない場合」に該当

別紙様式第１０－２
令和２年度８月・９月

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の様式

物品等又は役務の
名称及び数量
ベッドサイドモニタ４式

随意契約担当部課の
随意契約を
名称及び所在地
締結した日
高松赤十字病院
2020年8月26日
管財課
高松市番町４－１－３

随意契約の相手方の
氏名及び住所
株式会社ウイン・インターナ
ショナル
香川県高松市伏石町2158-4

簡易陰圧装置２式

高松赤十字病院
2020年8月26日
管財課
高松市番町４－１－３

四国医療器株式会社
香川県高松市錦町1丁目11-11

医用テレメーター

高松赤十字病院
2020年8月26日
管財課
高松市番町４－１－３

株式会社ウイン・インターナ
ショナル
香川県高松市伏石町2158-4

中央診療棟改修工事等にか 高松赤十字病院
2020年8月26日
かる什器備品
管財課
高松市番町４－１－３

株式会社多田文房堂
香川県高松市上林町501番地1

随意契約に係る契
その他必要な事項
随意契約によることとした理由
約金額（税込）
（備考）
¥4,400,000 新型コロナウイルス対応で緊急性が高
く、また既存病棟等で整備したメー
カー品に統一したため、同一納入業者
による対応が適切と判断されるため、
会計規則第３６条３項（会計規則施行
細則第３５条（（１１）「契約の性質
又は目的が競争を許さない場合」「緊
急の必要により競争に付することがで
きない場合」））に該当。
¥2,838,000 新型コロナウイルス対応で緊急性が高
く、また既存病棟等で整備したメー
カー品に統一したため、同一納入業者
による対応が適切と判断されるため、
会計規則第３６条３項（会計規則施行
細則第３５条（（１１）「契約の性質
又は目的により競争を許さない場合」
「緊急の必要により競争に付すること
ができない場合」））に該当。
¥2,732,400 新型コロナウイルス対応で緊急性が高
く、また既存病棟等で整備したメー
カー品に統一したため、同一納入業者
による対応が適切と判断されるため、
会計規則第３６条３項（会計規則施行
細則第３５条（（１１）「契約の性質
又は目的が競争を許さない場合」「緊
急の必要により競争に付することがで
きない場合」））に該当。
¥4,444,000 本館北タワー建築等工事の際に選定し
たメーカー及び規格に合わせて選定し
たため、株式会社多田文房堂以外が実
施することは不可能であり、会計規則
第３６条３項（会計規則施行細則第３
５条（（１１）「契約の性質又は目的
が競争を許さない場合」））に該当。

別紙様式第１０－２
令和２年度８月・９月

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の様式

物品等又は役務の
随意契約担当部課の
随意契約を
名称及び数量
名称及び所在地
締結した日
本館改修工事等に伴う移転 高松赤十字病院
2020年8月28日
業務委託
管財課
高松市番町４－１－３

随意契約の相手方の
氏名及び住所
日本通運株式会社四国支店
香川県高松市錦町二丁目6番3
号

窓口受付番号システム

高松赤十字病院
2020年9月15日
管財課
高松市番町４－１－３

ローレルバンクマシン株式会
社
香川県高松市今里町1丁目17-1

給湯設備設置工事

高松赤十字病院
2020年9月16日
管財課
高松市番町４－１－４

斎久工業株式会社
高松市寿町2－3－11

本館1階改修工事等にかか 高松赤十字病院
2020年9月18日
る什器備品
管財課
高松市番町４－１－３

株式会社多田文房堂
香川県高松市上林町501番地1

内視鏡VPP周辺什器

四国医療器株式会社
香川県高松市錦町1丁目11-11

高松赤十字病院
2020年9月24日
管財課
高松市番町４－１－３

随意契約に係る契
その他必要な事項
随意契約によることとした理由
約金額（税込）
（備考）
¥12,188,000 現在当院の移転業務支援等業務を委託
しており、当院における移転業務実
績、近年の四国における主な病院移転
の実績及び中四国地方赤十字病院での
実績より、現実的に日本通運株式会社
四国支店のみが対応可能な業者と判断
されるため、会計規則３６条３項「契
約の性質又は目的が競争を許さない場
合」に該当。
¥1,892,000 機種選定の結果、現状と同メーカー機
種で整備することとしたため、会計規
則第３６条３項（会計規則施行細則第
３５条（（１１）「契約の性質又は目
的が競争を許さない場合」））に該
当。
¥1,584,000 新型コロナウイルス対応で緊急性が高
く会計規則３６条３項「緊急の必要に
より競争に付することができない場
合」に該当
¥1,999,250 本館北タワー建築等工事の際に選定し
たメーカー及び規格に合わせて選定し
たため、株式会社多田文房堂以外が実
施することは不可能であり、会計規則
第３６条３項（会計規則施行細則第３
５条（（１１）「契約の性質又は目的
が競争を許さない場合」））に該当。
¥3,135,000 内視鏡システムを搭載することから内
視鏡と同メーカー機種で整備する必要
性があったため、会計規則第３６条３
項（会計規則施行細則第３５条（（１
１）「契約の性質又は目的が競争を許
さない場合」））に該当。

別紙様式第１０－２
令和２年度１０月・１１月

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の様式

物品等又は役務の
名称及び数量
診療用放射性同位元素使
用施設廃止に伴う汚染検
査

随意契約担当部課の
随意契約を
名称及び所在地
締結した日
2020年10月13日
高松赤十字病院
管財課
高松市番町４－１－３

随意契約の相手方の
氏名及び住所
富士電機株式会社
大阪市北区大深町３－１

随意契約に係る契
その他必要な事項
随意契約によることとした理由
約金額（税込）
（備考）
¥3,355,000 放射線部門の汚染検査業務であるこ
と、新型コロナウイルス感染症の拡大
により業務委託が可能な業者が限られ
たことから会計規則第３６条３項（会
計規則施行細則第３５条（１１）「契
約の性質又は目的が競争を許さないと
き」）に該当。

全自動化学発光酵素免疫
測定装置

高松赤十字病院
2020年10月26日
管財課
高松市番町４－１－３

株式会社アスティス
香川県高松市勅使町761番地1

内視鏡手術用灌流装置

高松赤十字病院
2020年10月27日
管財課
高松市番町４－１－３

株式会社ウイン・インターナ
ショナル
香川県高松市伏石町2158-4

簡易陰圧装置

高松赤十字病院
2020年10月27日
管財課
高松市番町４－１－３

四国医療器株式会社
香川県高松市錦町1丁目11-11

¥1,584,000 新型コロナウイルス対応で緊急性が高
く、また既整備機種に統一したため、
会計規則第３６条３項（会計規則施行
細則第３５条（（１１）「契約の性質
又は目的により競争を許さない場合」
「緊急の必要により競争に付すること
ができない場合」））に該当。

ポータブル用ＦＰＤシス
テム

高松赤十字病院
2020年11月18日
管財課
高松市番町４－１－３

富士フイルムメディカル株式
会社
香川県高松市中野町29－2

¥7,194,000 既整備装置の専用ＦＰＤであり他社で
は取扱いできないため、会計規則第３
６条３項（会計規則施行細則第３５条
（（１１）「契約の性質又は目的が競
争を許さないとき」））に該当。

バイオハザード対策用安
全キャビネット

高松赤十字病院
2020年11月25日
管財課
高松市番町４－１－３

四国医療器株式会社
香川県高松市錦町1丁目11-11

¥2,475,000 新型コロナウイルス対応で緊急性が高
く、会計規則第３６条３項（会計規則
施行細則第３５条（（１１）「緊急の
必要により競争に付することができな
い場合」））に該当。

¥1,100,000 新型コロナウイルス対応で緊急性が高
く機種指定のため、会計規則第３６条
３項（会計規則施行細則第３５条
（（１１）「契約の性質又は目的が競
争を許さない場合」「緊急の必要によ
り競争に付することができない場
合」））に該当。
¥2,063,600 既整備装置の構成品の増設で機種限定
のため、会計規則第３６条３項（会計
規則施行細則第３５条（（１１）「契
約の性質又は目的が競争を許さないと
き」））に該当。

別紙様式第１０－２
令和２年度１０月・１１月

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の様式

物品等又は役務の
随意契約担当部課の
随意契約を
名称及び数量
名称及び所在地
締結した日
検体採取用陰圧ブース2式 高松赤十字病院
2020年11月24日
管財課
高松市番町４－１－３

随意契約の相手方の
氏名及び住所
尾路医科器械株式会社
香川県高松市中野町12番6号

耳音響放射測定装置

尾路医科器械株式会社
香川県高松市中野町12番6号

高松赤十字病院
2020年11月27日
管財課
高松市番町４－１－３

随意契約に係る契
その他必要な事項
随意契約によることとした理由
約金額（税込）
（備考）
¥2,310,000 新型コロナウイルス対応で緊急性が高
く、会計規則第３６条３項（会計規則
施行細則第３５条（（１１）「緊急の
必要により競争に付することができな
い場合」））に該当。
¥2,200,000 耳音響放射測定に別途機能を付加して
の機種限定のため、会計規則第３６条
３項（会計規則施行細則第３５条
（（１１）「契約の性質又は目的が競
争を許さないとき」））に該当。

別紙様式第１０－２
令和２年度１２月・１月
物品等又は役務の
名称及び数量
医用テレメーター

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の様式
随意契約担当部課の
随意契約を
名称及び所在地
締結した日
高松赤十字病院
2020年12月4日
管財課
高松市番町４－１－３

随意契約の相手方の
随意契約に係る契
随意契約によることとした理由
氏名及び住所
約金額（税込）
株式会社ウイン・インターナ
¥2,732,400 新型コロナウイルス対応で緊急性が高く、会計規則
ショナル
第３６条３項（会計規則施行細則第３５条（（１
香川県高松市伏石町2158-4
１）「緊急の必要により競争に付することができな
い場合」））に該当。

個人用透析装置・小型RO水 高松赤十字病院
2020年12月7日
作製装置
管財課
高松市番町４－１－３

ニプロ株式会社四国支店
高松市サンポート2番1号27階

¥3,448,500 新型コロナウイルス対応で緊急性が高く、会計規則
第３６条３項（会計規則施行細則第３５条（（１
１）「緊急の必要により競争に付することができな
い場合」））に該当。

分娩台

四国医療器株式会社
香川県高松市錦町1丁目11-11

¥2,430,000 新型コロナウイルス対応で緊急性が高く、会計規則
第３６条３項（会計規則施行細則第３５条（（１
１）「緊急の必要により競争に付することができな
い場合」））に該当。

本館改修後移転に伴う什器 高松赤十字病院
2020年12月23日
備品（ロッカー・シューズ 管財課
ボックス）
高松市番町４－１－３

株式会社多田文房堂
香川県高松市上林町501番地1

¥8,937,280 本館北タワー建築等工事の一部として本館北タワー
へ整備したメーカー及び規格に合わせて選定したた
め、株式会社多田文房堂以外が実施することは不可
能であり、会計規則第３６条３項（会計規則施行細
則第３５条（（１１）「契約の性質又は目的が競争
を許さない場合」））に該当。

本館改修後移転に伴う什器 高松赤十字病院
2020年12月23日
備品（後期）
管財課
高松市番町４－１－３

株式会社多田文房堂
香川県高松市上林町501番地1

¥5,587,318 本館北タワー建築等工事の一部として本館北タワー
へ整備したメーカー及び規格に合わせて選定したた
め、株式会社多田文房堂以外が実施することは不可
能であり、会計規則第３６条３項（会計規則施行細
則第３５条（（１１）「契約の性質又は目的が競争
を許さない場合」））に該当。

本館改修後移転に伴う什器 高松赤十字病院
2020年12月23日
備品（医局デスク追加） 管財課
高松市番町４－１－３

北四国商事株式会社
香川県高松市朝日新町6番18号

¥1,573,000 既整備備品の追加整備であり解体及び組立てを伴う
ことで他社では取扱いできないため、会計規則第３
６条３項（会計規則施行細則第３５条（（１１）
「契約の性質又は目的が競争を許さないとき」））
に該当。

ポータブル用ＦＰＤシステ 高松赤十字病院
2020年12月28日
ム
管財課
高松市番町４－１－３

富士フイルムメディカル株式
会社
香川県高松市中野町29－2

¥7,150,000 既整備装置の専用ＦＰＤであり他社では取扱いでき
ないため、会計規則第３６条３項（会計規則施行細
則第３５条（（１１）「契約の性質又は目的が競争
を許さないとき」））に該当。

高松赤十字病院
2020年12月9日
管財課
高松市番町４－１－３

その他必要な事項
（備考）

別紙様式第１０－２
令和２年度２月・３月
物品等又は役務の
名称及び数量
本館北タワー建築工事等
にかかる什器備品（追加
整備）

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の様式
随意契約担当部課の
随意契約を
名称及び所在地
締結した日
高松赤十字病院
2021年2月1日
管財課
高松市番町４－１－
３

随意契約の相手方の
随意契約に係る契
その他必要な事項
随意契約によることとした理由
氏名及び住所
約金額（税込）
（備考）
株式会社多田文房堂
¥1,955,800 本館北タワー建築等工事の一部として本館
香川県高松市上林町501番地1
北タワーへ整備したメーカー及び規格に合
わせて選定したため、株式会社多田文房堂
以外が実施することは不可能であり、会計
規則第３６条３項（会計規則施行細則第３
５条（（１１）「契約の性質又は目的が競
争を許さない場合」））に該当。

