
（１）契約の性質又は目的が競争を許さないとき。（国立大学法人大分大学契約事務取扱規程第３６条第１項第１号を適用）

No
契約担当

部署
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

物品役務等の
名称及び数量

 契約を締結した日
契約金額

（単位：円）
契約
種類

随意契約によることとした理由 備　　考

1 経理課

新日本有限監査責任法人
東京都千代田区内幸町二丁
目
2番3号　日比谷国際ビル

平成24事業年度
会計監査業務

平成24年7月2日 8,000,000 企画競争
国立大学法人等に関与した業務の実績等を持つ監査法人によ
り，企画書を提出させ候補者を選定し，文部科学大臣が選任
を行うため。

2 施設企画課

株式会社教育施設研究所福
岡事務所
執行役員所長　宮越　　衛
福岡県福岡市博多区博多駅
中央街７番２号

大分大学（医病）外
来棟他改修設計業務

平成24年10月15日 141,750,000 企画競争
公募により申込みがあった設計業者より，目的物に対する企
画を提案してもらいその中から優れた提案を行った者を選定
する「公募型プロポーザル方式」により選定を行ったため。

平成２４年度限りのもの

3 施設企画課

株式会社テクノ工営西日本
支社
取締役西日本支社長　安河
内　康隆
福岡県福岡市中央区舞鶴２
丁目２番３号

大分大学（医病）外
来棟他改修設備設計
業務

平成24年10月16日 96,600,000 企画競争
公募により申込みがあった設計業者より，目的物に対する企
画を提案してもらいその中から優れた提案を行った者を選定
する「公募型プロポーザル方式」により選定を行ったため。

平成２４年度限りのもの

4 経理課

丸善(株)福岡支店
支店長　栗崎　洋一
福岡県福岡市南区清水2丁目
15番11号

大分大学学術情報拠
点(図書館)
図書・雑誌等資料配
架作業 1式

平成24年5月7日 7,161,000 随意契約

本配架作業は，事前に書架の寸法や新規購入図書のスペース
を勘案した再配架シミュレーションを作成し，それに基づき
複雑な手順を確認しながらの作業が必要であり，限られた期
間の中で，作業を完了できる者は再配架シミュレーションを
作成した丸善(株)１社であるため，同社と随意契約を行っ
た。

平成２４年度限りのもの

5 経理課

富士通（株）大分支店
支店長　廣川　保之
大分県大分市東春日町17番
58号

財務会計システム更
新　一式

平成24年8月30日 8,688,750 随意契約

システム更新に当たり，新規に財務会計システムを導入する
のではなく，現システムのバージョンアップを図ることが適
切であるとの結論に至り，本システムを開発・販売している
メーカーである同社と随意契約を行った。

6 経理課

独立行政法人国立印刷局
理事長代行理事　山崎　穣
一
東京都港区虎ノ門二丁目2番
4号

平成25年度大分大学
個別学力試験問題及
び解答用紙印刷請負
一式

平成24年9月18日 6,571,789 随意契約 試験問題を秘密にする必要があるため。

7 経理課

(株) 創晶
代表取締役社長　安達　宏
昭
大阪府吹田市山田丘2-1

スーパー抗体酵素の
結晶化及び構造解析
業務

平成24年10月23日 7,526,400 随意契約

研究の遂行上，微量のスーパー抗体酵素のサンプルを結晶化
して，構造解析することとし，レーザー照射による結晶化技
術を開発し，低濃度での結晶化に高い技術力と成功実績を有
する同社と随意契約を行った。

平成２４年度限りのもの

8 経営管理課
大分市市長　釘宮　磐
大分県大分市荷揚町2-31

下水道契約　1式
(挾間キャンパス)

平成24年4月1日 55,670,457 随意契約 提供可能な業者が一者であるため。 単価

9 経営管理課

株式会社大分瓦斯
代表取締役 福島知克
大分県別府市北的ｹ浜町5-25

ガス契約　1式
(挾間キャンパス)

平成24年7月1日 141,160,209 随意契約 提供可能な業者が一者であるため｡
単　価

(３年毎に契約を更新)

平成２４年度に締結した随意契約の状況
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10 経営管理課

日本電気株式会社大分支店
支店長　磯田勝彦
大分県大分市東春日町１７
番１９号

平成24年4月診療報
酬改定対応

平成24年4月2日 8,854,335 随意契約

本件は診療報酬請求改定に対応するための病院情報管理シス
テムプログラム修正，システム設定，マスタ設定を行うもの
であり，システム納入業者である日本電気(株)大分支店が契
約の相手方として特定されるため。

11 経営管理課

株式会社バイオメディカル
代表取締役　伊東　寛治
大分県大分市大字今市2621-
2

外科用イメージ装置
保守　　　1式

平成24年5月31日 9,987,600 随意契約

当該装置（シーメンス社製）の点検及び修理を行うことがで
き，治療装置のアフターサービス体制を整え，メーカーと連
携しているのは，大分県下にて唯一の代理店である株式会社
バイオメディカルのみである。

12 経営管理課

株式会社バイオメディカル
代表取締役　伊東　寛治
大分県大分市大字今市2621-
2

全身用Ｘ線ＣＴ装置
保守点検　1式

平成24年6月30日 57,508,500 随意契約
当該装置（東芝社製）の保守点検については，設置時から販
売元である(株)バイオメディカルに東芝メディカルシステム
ズ(株)から依頼され，保守の窓口として指定されている。

13 経営管理課

ＮＥＣキャピタルソリュー
ション株式会社
九州支店長 大室賢二
福岡市博多区御供所町１番
１号

BUNGO2010Claio追加
接続

平成24年7月13日 6,213,837 随意契約
本件は病院情報管理システムの追加端末のリース契約であ
り，契約の相手方が特定されるため。

14 経営管理課

ユニアデックス株式会社
九州支店長　水島　正樹
福岡市博多区博多駅前１－
１－１

救命救急センター病
院情報ネットワーク
システム　１式

平成24年7月20日 5,631,908 随意契約

本件は，救命救急棟増築に伴い，救命救急棟内で「病院情報
管理システム」の運用に供するインフラストラクチャとし
て，ネットワークシステムを調達するものである。現行の
「病院情報ネットワークシステム」の設置契約を行ったユニ
アデックス株式会社のみが本設備をサポートでき，契約の相
手方が特定されるため。

15 経営管理課

西日本空輸（株）
代表取締役　西村正幸
福岡県福岡市博多区空港前
三丁目３番３９号

大分県ドクターヘリ
訓練飛行

平成24年7月30日 10,647,180 随意契約

本件は「ドクターヘリ運航業務」を安全に行うための訓練飛
行であり，本件を実施できるのは「ドクターヘリ運航業務」
の契約の相手方のみである。よって契約の相手方が特定され
るため。

単価

16 経営管理課

ＮＥＣキャピタルソリュー
ション株式会社
九州支店長　大室賢二
福岡市博多区御供所町１番
１号

ＢＵＮＧＯ端末 平成24年8月8日 20,713,407 随意契約
本件は病院情報管理システムの追加端末のリース契約であ
り，契約の相手方が特定されるため。

17 経営管理課

日本電気株式会社大分支店
支店長　磯田勝彦
大分県大分市東春日町１７
番１９号

初診患者診察終了時
病名入力警告画面対
応

平成24年8月24日 5,127,120 随意契約
本件は，病院情報管理システムの機能の追加であり，契約の
相手方が特定されるため。

18 経営管理課

株式会社バイオメディカル
代表取締役　伊東　寛治
大分県大分市大字今市2621-
2

核医学検査装置保守
1式

平成24年9月28日 8,996,400 随意契約

当該装置（シーメンス社製）の点検及び修理を行うことがで
き，治療装置のアフターサービス体制を整え，メーカーと連
携しているのは，大分県下にて唯一の代理店である株式会社
バイオメディカルのみである。

19 経営管理課

株式会社バイオメディカル
代表取締役　伊東　寛治
大分県大分市大字今市2621-
2

サイクロトロンシス
テム　外保守　1式

平成24年9月28日 124,524,750 随意契約

複数社の装置で構成される本システムの点検及び修理を行う
ことができ，各装置のアフターサービス体制を整え，各メー
カーと連携しているのは，株式会社バイオメディカルのみで
ある。
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20 経営管理課

株式会社アダチ
代表取締役　足立　三朗
大阪市中央区内平野町３－
２－１０

da Vinciサージカル
システム専用鉗子類
１式

平成24年11月8日 6,837,390 随意契約

本件は，da Vinciサージカルシステムの導入に伴い，泌尿器
科で行う「前立腺切除術」手術のために必要な専用の鉗子類
を調達するものである。本件の契約にあたって，da Vinci
サージカルシステム専用鉗子類の販売は，株式会社アダチが
日本国内における唯一の販売総代理店であり，調達の相手方
が特定されるため。

21 経営管理課

株式会社バイオメディカル
代表取締役　伊東　寛治
大分県大分市大字今市2621-
2

血管造影装置用Ｘ線
管球交換　2式

平成24年11月20日 27,300,000 随意契約
当該装置は，納入・設置時から販売元である東芝メディカル
システムズ(株)から依頼でアフターサービス全般についての
窓口として指定されている。

22 経営管理課

日本電気株式会社
代表取締役執行役員社長
遠藤　信博
東京都港区芝五丁目７番１
号

内服薬処方箋の記載
方法標準化対応(現
行IF改造なし) 1式

平成24年11月29日 11,998,161 随意契約
本院病院情報管理システムの賃貸借契約の相手方であり，ま
た各アプリケーションを既に開発済みの日本電気株式会社以
外では対応が不可能である。

23 経営管理課

日本電気株式会社大分支店
支店長　磯田勝彦
大分県大分市東春日町１７
番１９号

病院管理システムに
おける仮想化環境シ
ステム構築

平成24年12月25日 24,113,754 随意契約
本件は，病院情報管理システムの機能の追加であり，契約の
相手方が特定されるため。

24 経営管理課

富士通（株）大分支店
支店長　廣川保之
大分県大分市東春日町１７
番５８号

新病棟学内ＬＡＮ 平成25年2月15日 11,843,789 随意契約

本件は新病棟の増築にあたり，学内ＬＡＮを設置するもので
あり，基盤情報システムへ接続するためのライセンスを必要
とする。ライセンス契約が可能な者は基盤情報システムの売
り主のみであり，契約の相手方が特定されるため。

25 経営管理課

ユニアデックス株式会社
代表取締役社長　入部泰
東京都江東区豊洲１－１－
１

新病棟ネットワーク
システム構築

平成25年3月1日 34,020,000 随意契約
本件は，病院情報ネットワークシステムの拡充であり，契約
の相手方が特定されるため。

26 経営管理課

ＮＥＣキャピタルソリュー
ション株式会社
九州支店長　大室賢二
福岡市博多区御供所町１番
１号

BUNGO2010端末追加
（2013年5月開始
分）

平成25年3月13日 151,957,765 随意契約
本件は病院情報管理システムの追加端末のリース契約であ
り，契約の相手方が特定されるため。

27 経営管理課

ＮＥＣキャピタルソリュー
ション株式会社
九州支店長　　大室賢二
福岡市博多区御供所町１番
１号

BUNGO2010端末追加
（2013年4月開始
分）

平成25年3月15日 8,727,411 随意契約
本件は病院情報管理システムの追加端末のリース契約であ
り，契約の相手方が特定されるため。

28 経営管理課

日本電気株式会社大分支店
支店長　磯田勝彦
大分県大分市東春日町１７
番１９号

新病棟への既設端末
等移設及びシステム
改修作業

平成25年3月19日 28,949,051 随意契約
本件は病院情報管理システムの改修及び端末移設作業であ
り，契約の相手方が特定されるため。

29 経営管理課

（株）バイオメディカル
代表取締役　 伊東寛治
大分県大分市大字今市２６
２１－２

3Ｔ磁気共鳴断層撮
影システム移設

平成25年3月22日 45,979,500 随意契約

本件はシーメンス社製３Ｔ磁気共鳴断層撮影システムの移設
であり，当該移設を実施できるのは大分県下にて唯一の代理
店である株式会社バイオメディカルのみであり，契約の相手
方が特定されるため。
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30 経営管理課

タクトシステムズ株式会社
代表取締役　　瀧澤正隆
東京都台東区蔵前３丁目１
番１０号

大分県急性心筋梗塞
症例登録研究支援業
務委託

平成25年3月28日 6,153,000 随意契約

本件は，「大分県急性心筋梗塞症例登録研究」における
「Web症例登録システム」の保守及び統計分析業務であり，
本件を実施できるのは開発者のみである。よって，契約の相
手方が特定されるため。

31 経営管理課

公益社団法人　日本アイソ
トープ協会
専務理事　久保敦司
東京都文京区本駒込二丁目
２８番４５号

医療用密封線源 平成25年3月29日 10,665,900 随意契約
医療用密封線源については，国内において唯一　社団法人
日本アイソトープ協会が販売許可されており契約の相手方が
特定されるため。

単　価

32 経営管理課

富士ゼロックス株式会社大
分営業所
所長　原野清広
大分県大分市都町１－１－
２３

電子複写機保守 平成25年3月29日 13,818,745 随意契約
本件は富士ゼロックス㈱製　複写機の保守業務であり，契約
の相手方が特定されるため。

単　価
一般競争入札への移行を検討中

33 経営管理課

リコージャパン株式会社九
州営業本部大分支社
支社長　高木実
大分県大分市萩原４丁目８
番７号

電子複写機保守 平成25年3月29日 7,120,154 随意契約
本件はリコー(株）製　複写機の保守業務であり，契約の相
手方が特定されるため。

単　価
一般競争入札への移行を検討中

34 経営管理課

東芝メディカルシステムズ
株式会社
代表取締役社長　綱川　智
栃木県大田原市下石上1385
番地

生化学自動分析装置
保守点検　3式

平成25年3月29日 14,481,180 随意契約

当該装置（東芝メディカルシステムズ社製）の点検及び修理
を行うことができ，分析装置のアフターサービス体制を整え
ているのは，大分県下では東芝メディカルシステムズ株式会
社大分支店のみである。

35 経営管理課

綜合警備保障株式会社
代表取締役　村井　　温
東京都港区元赤坂1丁目6番6
号

大分大学挾間キャン
パス警備業務　1式

平成25年3月29日 7,812,000 随意契約

警備装置は，綜合警備保障株式会社が提供するガードシステ
ム専用の装置であり，契約の相手方を変更した場合，現有の
警備システムを撤去し，新たなシステムを構築しなければな
らないが，現有の装置が広範囲かつ多数設置されているた
め，その撤去及び新設を行うことで施設を損傷する恐れや構
築までに多大な費用と時間を要するため，絶間なく安全管理
機能を維持することが困難である。

36 経営管理課

公益社団法人日本本ｱｲｿﾄｰﾌﾟ
協会
専務理事 久保　敦司
東京都文京区本駒込二丁目
28番45号

放射性クロム酸ナト
リウム
注射液
18.5MBq外 151品目

平成25年3月29日 72,644,565 随意契約
放射性医薬品については,国内において唯一 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｡

単　価

37 経営管理課

日本赤十字社　九州ブロッ
ク血液センター
所長 清川　博之
福岡県久留米市宮ノ陣3丁目
4番12号

人全血液－ＬＲ
｢日赤｣200ml
献血由来1袋 外 39
品目

平成25年3月29日 303,881,616 随意契約
血液については,県内での取り引きは日本赤十字社　九州ブ
ロック血液センターに特定されているため｡

単　価

38 学術情報課

Springer Customer Service
Center GmbH. President
Global STM Sales. Syed A.
Hasan. Haberstrasse 7,
69126 Heidelberg, Germany

2013年版外国雑誌
SpringerLink
電子ジャーナル 1式

平成24年12月21日 5,843,521 随意契約
インターネットを介して提供されるSpringer電子ジャーナル
は，Springer Customer Service Center GmbH社が直接販売
を行っており，競争を許さないため。
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39 学術情報課

丸善株式会社 福岡支店
支店長　栗崎　洋一
福岡市南区清水2丁目15番11
号

2013年版外国雑誌
Lippincott
Williams &
Wilkins. Academic
Medicine 1部 外36
部

平成25年3月27日 5,405,060 随意契約

前年に安定供給できる能力，体制及び実績を持つ取次業者か
ら雑誌ごとに見積書を徴取し，最も安価な価格を提示した丸
善(株) 福岡支店に予約を行った。なお，その後の本契約に
おいては，予約取次業者が既に決定しており，競争を許さな
いため。

40 学術情報課

丸善株式会社 福岡支店
支店長　栗崎　洋一
福岡市南区清水2丁目15番11
号

2013年版外国雑誌
ZZ
Academy of
Management Journal
1部 外192部

平成25年3月27日 11,023,323 随意契約

前年に安定供給できる能力，体制及び実績を持つ取次業者か
ら雑誌ごとに見積書を徴取し，最も安価な価格を提示した丸
善(株) 福岡支店に予約を行った。なお，その後の本契約に
おいては，予約取次業者が既に決定しており，競争を許さな
いため。

41 学術情報課

エルゼビア・ビー・ブイ
最高経営責任者　ロン・
モーベット
オランダ王国アムステルダ
ム市
ラーダーヴェヒ29

2013年版外国雑誌
SciVerse®
ScienceDirect®
電子ジャーナル 1式

平成25年3月29日 40,624,082 随意契約
インターネットを介して提供されるサイエンス・ダイレクト
は，エルゼビア・ビー・ブイ社が直接販売を行っており，競
争を許さないため。

４１件 1,582,533,609

（２）競争に付することが不利と認められるとき。（国立大学法人大分大学契約事務取扱規程第３６条第１項第３号を適用）
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1 経理課

株式会社九州電力大分営業
所
所長　高取　正臣
大分県大分市金池町2-3-4

電気契約　1式
(旦野原キャンパス)

平成24年4月1日 83,036,769 随意契約

九州地区に契約実績のある，特定規模電気事業者複数社に見
積依頼をしたが，辞退したい旨の申し出があった。また，現
在の契約単価は長期継続割引制度が付加され安価なものであ
るため，九州電力㈱と引き続き随意契約を行った｡

単　価

2 経営管理課

株式会社九州電力大分営業
所
所長　福井康博
大分県大分市金池町2-3-4

電気契約　1式
(挾間キャンパス)

平成24年7月25日 238,339,725 随意契約

九州地区に契約実績のある，特定規模電気事業者複数社に見
積依頼をしたが，辞退したい旨の申し出があった。また，現
在の契約単価は大学独自の安価なものであるため，九州電力
㈱と引き続き随意契約を行った｡

単　価

２件 321,376,494

（３）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いないとき。（国立大学法人大分大学契約事務取扱規程第３６条第１項第７号を
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1 経理課

ナカバヤシ (株) 福岡支店
支店長　西口　和広
福岡市東区箱崎ふ頭5丁目7
番11号

大分大学学術情報拠
点(図書館)図書及び
雑誌配架作業　一式

平成25年2月4日 9,870,000 随意契約
４回入札を執行したが，不調に終わったため。
（入札参加者 ２者）

平成２４年度限りのもの

小　　　　　　　計

小　　　　　　　計
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2 施設企画課

株式会社ユニティーシステ
ム代表取締役　鎌田　義明
大分県大分市大字羽屋３８
９番地

大分大学（旦野原）
留学生寄宿舎改修そ
の他電気設備工事

平成24年5月8日 26,785,500 随意契約
２回入札を執行したが，不調に終わったため。
（入札参加者 １者）

平成２４年度限りのもの

3 施設企画課

株式会社エーオーアイ・ユ
ニタン
代表取締役　此松　隆敏
大分県大分市下郡東１丁目
７番２号

大分大学（旦野原）
留学生寄宿舎改修そ
の他機械設備工事

平成24年6月6日 36,193,500 随意契約
２回入札を執行したが，不調に終わったため。
（入札参加者 ６者）

平成２４年度限りのもの

4 施設企画課

首藤設備工業株式会社
代表取締役　笹田　久男
大分県大分市花津留１丁目
１６番８号

大分大学（旦野原）
教育福祉科学部その
他設備計量メーター
改修工事

平成24年7月11日 9,035,250 随意契約
２回入札を執行したが，不調に終わったため。
（入札参加者 ３者）

平成２４年度限りのもの

5 施設企画課

有限会社川中建設
代表取締役　川中　涼子
大分県大分市久原中央３丁
目３番１３号

大分大学（工）機械
工学特殊実験室棟ボ
ンベ庫新営その他工
事

平成24年11月2日 6,222,300 随意契約
２回入札を執行したが，不調に終わったため。
（入札参加者 ３者）

平成２４年度限りのもの

6 施設企画課

株式会社別電工業
代表取締役　坂本　敦
大分県別府市野口元町１１
番３３号

大分大学（挾間）休
養室等施設（仮称）
新営その他電気設備
工事

平成24年11月20日 16,863,000 随意契約
２回入札を執行したが，不調に終わったため。
（入札参加者 ４者）

平成２４年度限りのもの

7 施設企画課

株式会社平野工務店
代表取締役　平野　英壽
大分県別府市石垣東８丁目
２番１７号

大分大学（医病）Ｍ
ＲＩ棟新営その他工
事

平成24年12月20日 33,831,000 随意契約
２回入札を執行したが，不調に終わったため。
（入札参加者 １者）

平成２４年度限りのもの

8 施設企画課

堤建設工業株式会社
代表取締役　堤　勲四郎
大分県大分市西新地１丁目
１－４９

大分大学（挾間）
サークル棟新営その
他工事

平成24年12月21日 10,322,550 随意契約
２回入札を執行したが，不調に終わったため。
（入札参加者 ２者）

平成２４年度限りのもの

9 施設企画課

株式会社ユニティーシステ
ム代表取締役　鎌田　義明
大分県大分市大字羽屋３８
９番地

大分大学（医病）放
射線一般撮影室等改
修電気設備工事

平成24年12月26日 18,060,000 随意契約
２回入札を執行したが，不調に終わったため。
（入札参加者 １者）

平成２４年度限りのもの

10 施設企画課

有限会社川中建設
代表取締役　川中　涼子
大分県大分市久原中央３丁
目３番１３号

大分大学（挾間）保
育所プレイルーム新
営その他工事

平成25年1月25日 23,205,000 随意契約
２回入札を執行したが，不調に終わったため。
（入札参加者 ４者）

平成２４年度限りのもの

１０件 190,388,100

５３件 2,094,298,203

小　　　　　　　計

合　　　　　　　計
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