
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 学術情報課

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

2016年版外国雑誌
SpringerLink
電子ジャーナル 1式

平成27年12月8日 8,214,931 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。

2 学術情報課

エルゼビア・ビー・ブイ
ディレクター　エイドリアン・ルーゼン
オランダ王国アムステルダム市
ラーダーヴェヒ29

2016年版外国雑誌
SciVerse®ScienceDirect®
電子ジャーナル 1式

平成28年3月30日 45,599,373 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。

3 学術情報課

株式会社 紀伊國屋書店　九州営業
部
部長　平野　岳登志
福岡市博多区博多駅中央街2番1号
博多バスターミナルビル9階

2016年版外国雑誌
American Journal of
Ophthalmology  1部 外50部

平成28年3月31日 6,984,653 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(株)紀伊
國屋書店 九州営業部に予約を行った。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。

4 学術情報課
丸善雄松堂株式会社 福岡支店
支店長　岩田　康明
福岡市南区清水2丁目15番11号

2016年版外国雑誌
Ameirican Journal of
Physiology  1部 外251部

平成28年3月31日 35,156,907 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雄松
堂(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。

5 経理課

有限責任あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 増田　靖　三浦　勝
福岡市中央区天神一丁目12番14号

平成27事業年度会計監査業
務　一式

平成27年7月1日 7,452,000
随意契約

（企画競争）

国立大学法人等に業務実績を持つ監査法人から、企画書を提出
させて候補者を選定のうえ文部科学大臣へ推薦し、文部科学大臣
が選任を行うため。

6 経理課
独立行政法人国立印刷局
理事長 氏兼　裕之
東京都港区虎ノ門二丁目２番５号

平成28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27年9月4日 7,271,851 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

いづみ印刷(株)
代表取締役社長　小野　健介
大分県大分市高江西1丁目4323番
25

統一的広報業務委託　一式 平成28年3月18日 11,772,000
随意契約

（企画競争）
業者に企画書を提出させて選定したため

8 経営管理課

ユニアデックス株式会社九州支店
支店長　松井　隆二
福岡県福岡市博多区博多駅前1－1
－1

病院情報管理システムネット
ワーク機器　一式

平成27年9月30日 8,413,200 随意契約

病院情報管理システムネットワーク機器更新は、病院情報管理シ
ステムによる診療を中断・停止することが無く、障害発生時には早
急に対応できる体制をとれる専門業者であり、かつ院内に複雑に
張り巡らされたネットワークを的確に把握できる専門業者でなけれ
ばならない。
　当該システムの保守点検を行うことができ、かつ体制を整えてい
るのは、本システムを導入したユニアデックス株式会社のみであ
る。

9 経営管理課

ユニアデックス株式会社九州支店
支店長　松井　隆二
福岡県福岡市博多区博多駅前1－1
－1

東病棟移転に係るネットワー
ク対応　一式

平成27年10月21日 12,744,000 随意契約

東病棟移転に係るネットワーク対応は、病院情報管理システムに
よる診療を中断・停止することが無く、障害発生時には早急に対応
できる体制をとれる専門業者であり、かつ院内に複雑に張り巡らさ
れたネットワークを的確に把握できる専門業者でなければならな
い。
　当該システムの保守点検を行うことができ、かつ体制を整えてい
るのは、本システムを導入したユニアデックス株式会社のみであ
る。

9件 143,608,915小　　　　　　　計

平成２７年度に締結した随意契約の状況
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10 経営管理課
日本無線株式会社大分営業所
所長　佐野　徹
大分県大分市王子町7番1号

ドクターヘリ無線通信設備移
設　一式

平成27年11月24日 5,508,000 随意契約

ドクターヘリ無線通信設備移設は、現在本院に設置している無線
通信機器を取り扱うことができ、障害発生時には早急に対応でき
る体制をとれる専門業者でなければならない。それは、当該無線
通信設備を納入した日本無線株式会社のみである。

11 経営管理課

株式会社東芝ヘルスケア社ウェルネ
ス推進部デジタルヘルス事業開発部
長　宮本　浩二
東京都港区芝浦1-1-1

リストバンド型生体センサ
300個

平成27年12月18日 7,192,800 随意契約

大分県・大分大学・東芝・臼杵市の４者は「認知症研究推進に向け
た連携協定」を締結しており、東芝のリストバンド型生体センサを
使用し、大分大学がデータ収集・発症機構の解明を行うこととなっ
ているため、同センサを購入する。
協定の趣旨から、契約の相手方は協定を締結している東芝ヘルス
ケア社のみである。

12 経営管理課

ユニアデックス株式会社九州支店
支店長　松井　隆二
福岡県福岡市博多区博多駅前1－1
－1

新棟外来移転に係るネット
ワーク対応　一式

平成27年12月22日 5,205,600 随意契約

新棟外来移転に係るネットワーク対応は、病院情報管理システム
による診療を中断・停止することが無く、障害発生時には早急に対
応できる体制をとれる専門業者であり、かつ院内に複雑に張り巡
らされたネットワークを的確に把握できる専門業者でなければなら
ない。
　当該システムの保守点検を行うことができ、かつ体制を整えてい
るのは、本システムを導入したユニアデックス株式会社のみであ
る。

13 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２８年度診療報酬改定
及び制度変更に伴うシステム
ソフトウェア対応　一式

平成28年3月30日 8,427,240 随意契約

平成２８年４月からの診療報酬改定及び制度変更に対応するた
め，医事会計・オーダリング・ＤＰＣ・医学管理サポート・ＤＷＨ変更
対応モジュールを導入し，ソフトウェア改造及びリリース，マスタ変
更支援等を行うものである。
　本件の導入にあたっては，本院の病院情報管理システムに精通
していることが絶対条件であることから，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，また各対応モジュールを既に開
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。

14 経営管理課
㈱アステム
代表取締役　吉村　恭彰
大分市大道二丁目３番８号

救命救急棟X線CT装置外保
守点検

平成27年8月31日 61,190,640 随意契約

東芝メディカルシステムズ㈱製　Ｘ線ＣＴ装置を安全に，かつ正常
な機能を維持し，診療上支障なく使用するためには，定期的な保
守点検を必要とするが，当該装置の保守点検については，設置時
から販売元である(株)アステムに東芝メディカルシステムズ(株)か
ら依頼され，保守の窓口として大分県下で唯一指定されている。

15 経営管理課
㈱アステム
代表取締役　吉村　恭彰
大分市大道二丁目３番８号

救命救急棟ＩＶＲ/CT装置外
保守点検

平成27年8月31日 18,662,400 随意契約

東芝メディカルシステムズ㈱製　ＩＶＲ／ＣＴ装置外を安全に，かつ
正常な機能を維持し，診療上支障なく使用するためには，定期的
な保守点検を必要とするが，当該装置の保守点検については，設
置時から販売元である(株)アステムに東芝メディカルシステムズ
(株)から依頼され，保守の窓口として大分県下で唯一指定されて
いる。

16 経営管理課
㈱バイオメディカル
代表取締役　伊東　寛治
大分市今市2621-2

第一血管造影装置X線管球
交換

平成27年9月28日 14,029,200 随意契約

本件は，第1血管造影室に設置している，東芝メディカルシステム
ズ㈱製心血管撮影装置の，部品の消耗劣化のため，交換を行うも
のである。
本件装置の製造元である東芝メディカルシステムズ㈱が販売業者
㈱バイオメディカルを故障修理及びオーバーホール作業の窓口と
して指定しているため競争の余地がない。

7件 120,215,880小　　　　　　　計
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17 経営管理課
㈱バイオメディカル
代表取締役　伊東　寛治
大分市今市2621-2

Ｘ線透視撮影装置保守 平成27年9月30日 43,200,000 随意契約

本件は，島津メディカルシステムズ社製　Ｘ線透視撮影装置の保
守である。
本院の診療に支障なく使用するために，迅速な対応を必要とする
が，当該装置は複雑かつ多岐に亘っているため専門技術者でな
ければ扱い得ない。当該装置の修理を行うことができるのは，メー
カーから修理・点検委託関係の一切の権限を委任されている，株
式会社バイオメディカルのみである。

18 経営管理課

インテュイティブサージカル合同会社
職務執行者　滝沢　一浩
東京都港区赤坂1丁目12番32号
アーク森ビル

遠隔操作型内視鏡下手術装
置保守

平成27年9月30日 7,776,000 随意契約

米国インテュイティブサージカル社製　遠隔操作型内視鏡下手術
装置を安全に，かつ正常な機能を維持し，診療上支障なく使用す
るためには，定期的な保守点検を必要とするが，当該装置の点検
事項は複雑かつ多岐に亘っているため専門技術者でなければ扱
い得ない。
当該装置の点検及び修理を行うことができ，遠隔操作型内視鏡下
手術装置のアフターサービス体制を日本国内で整えているのは
メーカーである，インテュイティブサージカル合同会社のみである。

19 経営管理課
㈱バイオメディカル
代表取締役　伊東　寛治
大分市今市2621-2

デジタルマンモ装置　修理 平成27年10月13日 14,977,440 随意契約

本件は，シーメンス・ジャパン㈱社製　デジタルマンモ装置の修理
である。
本院の診療に支障なく使用するために，迅速な対応を必要とする
が，当該装置は複雑かつ多岐にっているため専門技術者でなけ
れば扱い得ない。
当該装置の修理を行うことができるのは，メーカーから修理・点検
委託関係の一切の権限を委任されている，株式会社バイオメディ
カルのみである。

20 経営管理課
㈱バイオメディカル
代表取締役　伊東　寛治
大分市今市2621-2

核医学診断装置　検出器交
換

平成28年3月4日 28,620,000 随意契約

本件は，RI治療棟に設置している，核医学診断装置(シーメンス社
製　Symbia S-Series)の，検出器の，消耗劣化のため，交換を行う
ものである。
本装置の製造元であるシーメンス社が販売業者㈱バイオメディカ
ルを故障修理及びオーバーホール作業の窓口として指定している
ため競争の余地がない。

21 経営管理課
㈱人健メディカルライジング
代表取締役　田中　新二
大分市賀来北2丁目3番10号

３DX線透視診断装置　修理 平成28年3月4日 5,400,000 随意契約

本件は，東洋メデック㈱社製　Ｘ線透視診断装置の修理である。
本院の診療に支障なく使用するために，迅速な対応を必要とする
が，当該装置は複雑かつ多岐に亘っているため専門技術者でな
ければ扱い得ない。
当該装置の修理を行うことができるのは，メーカーから修理・点検
委託関係の一切の権限を委任されている，株式会社人健メディカ
ルライジングのみである。

22 経営管理課
㈱バイオメディカル
代表取締役　伊東　寛治
大分市今市2621-2

デジタルX線テレビシステム
修理

平成28年3月14日 7,344,000 随意契約

本件は，島津メディカルシステムズ社製　デジタルＸ線テレビシス
テムの修理である。
本院の診療に支障なく使用するために，迅速な対応を必要とする
が，当該装置は複雑かつ多岐に亘っているため専門技術者でな
ければ扱い得ない。
当該装置の修理を行うことができるのは，メーカーから修理・点検
委託関係の一切の権限を委任されている，株式会社バイオメディ
カルのみである。

6件 107,317,440小　　　　　　　計
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23 経営管理課

株式会社ＬＳＩメディエンス
代表取締役　吉原　伸一
東京都千代田区内神田一丁目13番
4号

無侵襲的出生前遺伝子学的
検査(GT-NIPT)業務委託　一
式

平成28年3月29日 18,144,000 随意契約

現在，GeneTech㈱と契約している「MaterniT PLUSTM」と同等の
検査であるが，価格も安価で検体の回収も順応でき，更に
GeneTech㈱のみが実施するGeneTech NIPT検査に関する取扱に
ついて日本国内における独占権を持つ株式会社LSIメディエンス
以外での取扱は不可能である。

単価契約

24 経営管理課
㈱バイオメディカル
代表取締役　伊東　寛治
大分市今市2621-2

３Ｔ磁気共鳴断層撮影システ
ム保守　　１式

平成28年3月30日 81,000,000 随意契約

独国シーメンス社製　３Ｔ磁気共鳴断層撮影システムを安全に，か
つ正常な機能を維持し，診療上支障なく使用するためには，定期
的な保守点検を必要とするが，当該装置の保守点検については，
設置時から独国シーメンス社製が(株)バイオメディカルを，保守の
窓口として大分県下で唯一指定している。

25 経営管理課
㈱バイオメディカル
代表取締役　伊東　寛治
大分市今市2621-2

ＰＥＴ－ＣＴ装置保守　　　１式 平成28年3月31日 9,849,600 随意契約

シーメンス･ジャパン㈱製　ＰＥＴ－ＣＴ装置を安全に，かつ正常な
機能を維持し，診療上支障なく使用するためには，定期的な保守
点検を必要とするが，当該装置の点検事項は複雑かつ多岐に
亘っているため専門技術者でなければ扱い得ない。
当該装置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。

26 経営管理課

東芝メディカルシステムズ(株)
代表取締役社長　瀧口　登志夫
栃木県大田原市下石上1385番地

血管造影撮影システム　　１
式

平成28年3月31日 52,488,000 随意契約

本件は，血管造影撮影システムを安全に，かつ正常な機能を維持
し，診療上支障なく使用するためには，定期的な保守点検を必要
とするが，当該装置の点検事項は複雑かつ多岐に亘っているため
専門技術者でなければ扱い得ない。
当該装置の点検及び修理を行うことができ，アフターサービス体制
を整え連携しているのは，東芝製品の大分県下にて唯一の代理
店である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。

27 経営管理課

東芝メディカルシステムズ(株)
代表取締役社長　瀧口　登志夫
栃木県大田原市下石上1385番地

Ｘ線ＣＴ装置保守点検　　　２
式

平成28年3月31日 171,499,680 随意契約

本件は，㈱東芝製Ｘ線ＣＴ装置Ａｑｕｉｌｉｏｎ　Ｏｎｅ及びＡｑｕｉｌｉｏｎ/ＣＸ
を安全に，かつ正常な機能を維持して，診療上支障なく使用する
ために，定期的な保守点検を契約しようとするものであるが，当該
装置の点検事項は複雑かつ多岐に亘っているため，専門技術者
で無ければ扱い得ない。
当該装置の点検及び修理を行うことができるのは東芝メディカル
システムズのみであり，大分支店は，大分県下において唯一の取
り扱いのできる業者である。

28 経営管理課

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

医薬品　クエン酸ガリウム-
Ga67注射液 Ga-67 37MBq
外152品目

平成28年3月28日 60,942,888 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。

単価契約

29 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
久留米市宮ノ陣3丁目4番12号

人全血液－LR｢日赤｣ 血液
200mLに由来する血液量 1
袋 外36品目

平成28年3月28日 311,005,420 随意契約
血液については，県内の取り引きは左記日本赤十字社 九州ブ
ロック血液センターに特定されているため。

単価契約

30 施設企画課

アズビル株式会社ビルシステムカン
パニー九州支店
支店長　　石塚　芳人
福岡県福岡市博多区冷泉町２番
１号

大分大学（旦野原・王子）昇
降機部品交換

平成27年8月17日 7,452,000 随意契約

定期的な部品交換を行う必要がある昇降機について，部品交換
後の不具合や事故が発生した場合の原因やかし担保責任の明確
化の観点から，昇降機の保全業務を行っている当該業者が行うこ
とが望ましいため。

8件 712,381,588小　　　　　　　計

調達予定総額

調達予定総額

調達予定総額
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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

31 経営管理課

株式会社　ビジコムジャパン
代表取締役　仲谷　正博
東京都品川区東五反田5-28-1K2ビ
ル7F

ヒト化抗体　一式 平成27年11月30日 11,437,200 随意契約
　株式会社ビジコムジャパンは、英国Fusion Antibodies社
製のヒト化抗体に関する日本における唯一の代理店であり、
競争を許さないため

32 経営管理課
江藤酸素株式会社
代表取締役　江藤　伸一
大分県大分市乙津町１番１６号

在宅酸素療法用酸素濃縮器
及び携帯用酸素ボンベ外

平成28年3月31日 14,628,816 随意契約

　本院において在宅による酸素吸入の加療指示を受けている患者
は、大分県下全域に在住しているため、在宅医療機器の配達等
が全県下にかつ迅速に対応できる体制を有する業者である必要
がある。
　江藤酸素株式会社は，大分県内における在宅医療機器のシェア
ナンバーワンであり、本件契約に必要な機種を備え，業務に精通
し，アフターメンテナンスも体制も整った唯一の業者であるため

単価契約

33 経営管理課
江藤酸素株式会社
代表取締役　　　江藤　伸一
大分県大分市乙津町１番１６号

人工呼吸器（BiPAPｼﾝｸﾛﾆｰ
2，ﾄﾘﾛｼﾞｰ，IPV）

平成28年3月31日 24,457,896 随意契約

　江藤酸素株式会社は，米国レスピロニクス社製及び米国
パーカッショネア・コーポレーション社製の人工呼吸器を大
分県下全域で取り扱うことのできる唯一の業者であり、契約
の相手方が特定されるため

単価契約

34 経営管理課

帝人在宅医療（株）
代表取締役社長　園田　浩樹
東京都千代田区霞が関３丁目２番
１号

酸素供給装置の賃貸借 平成28年3月31日 50,949,432 随意契約

　本装置の製造・販売元は帝人ファーマ株式会社であり，同
社は総代理店制を取っているため，これを取り扱えるのは，
帝人在宅医療株式会社のみであり、契約の相手方が特定され
るため

単価契約

35 経営管理課

帝人在宅医療（株）
代表取締役社長　園田　浩樹
東京都千代田区霞が関３丁目２番
１号

人工呼吸器 平成28年3月31日 14,860,800 随意契約

　本装置の製造元である豪州ＲｅｓＭｅｄ社は日本国内にお
いて帝人ファーマ株式会社にのみ本装置を販売させており、
同社は総代理店制を取っているため，国内においてこれを取
り扱えるのは，帝人在宅医療株式会社のみであり、契約の相
手方が特定されるため

単価契約

36 経営管理課

帝人在宅医療（株）
代表取締役社長　園田　浩樹
東京都千代田区霞が関３丁目２番
１号

持続陽圧呼吸療法装置 平成28年3月31日 16,189,416 随意契約

　本装置の製造元である豪州ＲｅｓＭｅｄ社は日本国内にお
いて帝人ファーマ株式会社にのみ本装置を販売させており、
同社は総代理店制を取っているため，国内においてこれを取
り扱えるのは，帝人在宅医療株式会社のみであり、契約の相
手方が特定されるため

単価契約

6件 132,523,560

36件 1,216,047,383

小　　　　　　　計

合　　　　　　　計

調達予定総額

調達予定総額

調達予定総額

調達予定総額

調達予定総額
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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）

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
株式会社九州電力 大分営業所
所長　福井　康博
大分市金池町2-3-4

電気契約　一式
(旦野原キャンパス)

平成27年4月1日 99,042,408 随意契約

九州地区で契約実績のある特定規模電気事業者複数社に打診を
したが、見積り辞退の申し出があった。また，一般競争することで
九州電力の他に応札者がいなかった場合は、現在の契約単価よ
りも割高な単価による契約となる可能性があったため、九州電力
と引き続き随意契約を行った｡

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
大分市金池町2-3-4

電気契約　一式
(挾間キャンパス)

平成27年8月1日 299,222,231 随意契約

九州地区で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、辞退の申し出があった。また，一般競争することで九
州電力の他に応札者がいなかった場合は、現在の契約単価よりも
割高な単価による契約となる可能性があったため、九州電力と引
き続き随意契約を行った｡

2件 398,264,639

2件 398,264,639

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
(株)久光大分
代表取締役　玉井　淳二
大分県大分市下郡北3丁目25番2号

高真空対応型触媒評価用閉
鎖循環反応システム　一式

平成27年11月16日 8,567,640 随意契約
６回入札を執行したが、不落に終わったため。
（入札参加者　１者）

2 経営管理課
キングテック株式会社大分支店
支店長　中村　真之
大分県大分市三川新町2丁目3-37

ロールスクリーン　一式 平成27年9月15日 5,616,000 随意契約
５回入札を執行したが、不落に終わったため。
（入札参加者　２者）

3 施設企画課

株式会社山村電設工業
代表取締役　山村　清隆
大分県豊後大野市三重町内田
３２０５番地１

（医）校舎講義棟改修その他
機械設備工事

平成27年7月2日 49,680,000 随意契約
入札を執行したが，不落に終わったため。
（入札参加者　３者）

4 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３８９番地

（教福）総合実験研究室棟改
修その他電気設備工事

平成27年7月1日 24,786,000 随意契約
入札を執行したが，不落に終わったため。
（入札参加者　３者）

5 施設企画課

株式会社九電工
代表取締役社長　西松　松次
福岡県福岡市南区那の川１丁目
２３番３５号

（医病）基幹整備（電気設備）
工事

平成27年7月10日 133,920,000 随意契約
入札を執行したが，不落に終わったため。
（入札参加者　１者）

複数年（２７年度～２９年
度）の契約

6 施設企画課
株式会社佐伯建設
代表取締役社長　川崎　栄一
大分県大分市中島西３丁目５番１号

（旦野原）食堂新営その他工
事

平成27年9月30日 598,212,000 随意契約
入札を執行したが不落に終わり，協議がまとまらず再度公告を
行ったが，再公告においても不調に終わったため。
（入札参加者　当初：１者，再公告：０者）

7 施設企画課

森田建設株式会社
代表取締役　森田　修
大分県宇佐市大字長洲５５４番地の
５

（医）基礎臨床研究棟８階（東
側）研修医室等改修工事

平成27年12月22日 14,094,000 随意契約
入札を執行したが，不落に終わったため。
（入札参加者　１者）

7件 834,875,640

7件 834,875,640

合　　　　　　　計

小　　　　　　　計

合　　　　　　　計

小　　　　　　　計
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