
別紙様式第１０－２ 
 
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 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

内視鏡室扉改修工事 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成30年4月18日 
菱和建設㈱ 

大阪市西区江戸堀 
2-3-6 

1,380,000円 

２５０万円をこえない工事であるため。日本赤十字社

会計規則施行細則第35条第1項「予定価格が250万

円をこえない工事又は製造をさせるとき」の規定によ

る。 

 

本館 6 階 中央手術室 

本館 7階 中央滅菌室 

空調機 HEPA ﾌｨﾙﾀｰ，

SUS ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ取替作業 経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成30年4月19日 
㈱ビット 

大阪市中央区城見 
2-1-61 

3,650,000円 

当該事業にかかる資材の納品及び設置に伴う付帯作

業を施工できる唯一の業者であるため。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」の規定による。 

 

本館 14 階 RI 排気ﾕﾆｯﾄ

用設備・解剖室系統排気

設備 HEPA ﾌｨﾙﾀｰ取替 

作業 

2,929,630円 

 



別紙様式第10－２ 

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 

随意契約担当部課

の名称及び所在地 

随 意 契 約 を 

締 結 し た 日 

随意契約の相手方

の氏名及び住所 

随意契約に係る 

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（ 備 考 ） 

サニクラッシュ・ス

ーパーに係る保守点

検、各滅菌槽用プッ

シャー部品交換、活

性炭槽の活性炭入替 

経理部施設課    

大阪市天王寺区筆ケ

崎町５-30 
平成30年５月18日 

 山田工業(株)  

大阪市中央区日本橋

1-17-17 
\ 3,905,000 円 

本装置は山田工業株式会社が製造及び

販売しており、同社が効率的で安全に

作業が行える唯一の業者であるため。 

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」の規定による。 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
 

          

          

備考 

（１）公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契

約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。 

（２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。 

（３）随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的理由を簡潔に記載する。 

 



別紙様式第１０－２ 
 
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 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

ガス検知器更新工事 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成30年5月28日 
初田防災設備㈱ 

大阪市天王寺区勝山 
3丁目1番15号 

3,650,000円 

本件は、当該当該機器と消防設備との連動調整・試

験が不可欠である。契約業者は消防設備の点検・保

守業者であり、前述の作業を行うための技術及び知

識を唯一有しているため。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」の規定による。 

 

 



別紙様式第１０－２ 
 
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 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

本館排水管及び汚水槽 

高圧洗浄・清掃他作業 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成30年6月12日 

ダイダン㈱ 

大阪市浪速区難波中 

2丁目10番70号 

パークスタワー9F 

1,280,000円 

250万円をこえない作業であるため。日本赤十字社会

計規則施行細則第35条第1項「予定価格が250万円

をこえない工事又は製造をさせるとき」の規定によ

る。 

 

 



別紙様式第１０－２ 
 
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 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

本館 

人工透析・解剖系統 

排水処理設備 修繕 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成30年6月28日 

アーパス技研工業㈱ 

東京都中央区日本橋 

小舟町4-4 

1,170,000円 

契約業者は当該設備のメーカー且つ保守業者であり、

当事業を適切に施工する為の必要な資材・知識・技術

を唯一有しているため。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」の規定による。 

 

 



別紙様式第10－２ 

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 

随意契約担当部課

の名称及び所在地 

随 意 契 約 を 

締 結 し た 日 

随意契約の相手方

の氏名及び住所 

随意契約に係る 

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（ 備 考 ） 

看護専門学校給水本

管漏水にかかる修繕 

経理部施設課    

大阪市天王寺区筆ケ

崎町５-30 
平成30年６月４日 

 ダイダン株式会社  

大阪市浪速区難波中 

2丁目10番70号パーク

スタワー9Ｆ 

\ 1,348,000 円 

250万円をこえない作業であるため。 

日本赤十字社会計規則施行細則第35条

第1項「予定価格が250万円をこえない

工事又は製造をさせるとき」の規定に

よる。 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
 

          

          

備考 

（１）公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契

約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。 

（２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。 

（３）随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的理由を簡潔に記載する。 

 



別紙様式第１０－２ 
 
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 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

コージェネレーション

ガスタービン 

制御用蓄電池交換 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成30年7月30日 

大阪ガス㈱ 

大阪市西区千代崎 

3丁目南2‐37 

1,203,704円 

契約業者は当該設備機器の保守業者であり、当事業を

適切に施工するために必要な知識・技術を唯一有して

いるため。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」の規定によ

る。 

 

 



別紙様式第１０－２ 
 
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 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

コージェネレーション

システム 

排気ダクト補修 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成30年8月8日 

大阪ガス㈱ 

大阪市西区千代崎 

3丁目南2‐37 

1,833,334円 

契約業者は当該設備機器の保守業者であり、当事業を

適切に施工するために必要な知識・技術を唯一有して

いるため。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」の規定によ

る。 

 

本館電気錠制御盤 

修繕工事 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成30年8月8日 

㈱きんでん 

大阪市北区末広町 

2‐10 

2,300,000円 

250万円をこえない工事であるため。日本赤十字社会

計規則施行細則第35条第1項の規定による。 
 

 



別紙様式第１０－２ 
 
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 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

自動扉駆動部更新工事 
経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成30年10月29日 

ナブコドア㈱ 

大阪市西区西本町 

１－１２－２２ 

2,050,000円 

契約業者は当該機器のメーカー且つ保守担当業者で

あり、適切な整備を行うための資材・技術・知識を唯

一有しているため。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」の

規定による。 

 

 



 
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 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

手術室８・９ 

ＬＥＤ照明取替工事 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成30年8月20日 
㈱エフエスユニ 

大阪府吹田市江の木町 
27-15 

4,800,000円 

契約業者は手術室ユニットのメーカー〈㈱セントラル 

ユニ〉の近畿圏内における唯一の代理店であり、適切

な施工するために必要な知識・技術を唯一有している

ため。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」の規定による。 

 

排煙設備修繕工事 
経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成30年9月28日 
㈱大気社 

大阪市北区堂島浜 
1-2-1 

980,000円 

250万円をこえない工事であるため。会計規則施行細

則第35条第1項「予定価格が250万円をこえない工

事又は製造をさせるとき」の規定による。 

 

大口径気送管 

メンテナンス 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成30年11月6日 

㈱日本シューター 

大阪市西区阿波座 
2丁目2番18号 
 

1,350,000円 

契約業者は当該設備のメーカー且つ保守業者であり、

当事業を適切に施工するために必要な資材・知識・技

術を唯一有しているため。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」の規定による。 

 

 



別紙様式第11 

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 

随意契約担当部課

の名称及び所在地 

随 意 契 約 を 

締 結 し た 日 

随意契約の相手方

の氏名及び住所 

随意契約に係る 

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（ 備 考 ） 

防火設備定期検査、

報告業務委託及び

建築設備点検業務

委託 

経理部施設課    

大阪市天王寺区筆ケ

崎町5-30 

平成30年９月20日 

初田防災㈱ 

大阪市天王寺区勝山 

3-1-15 

\2,097,000円 

契約業者は過去の実績により、当該

業務に必要な知識・技術を唯一有し

ているため。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」の規定に

よる。 

 

 

換気・排煙設備定期

検査業務委託 

 

経理部施設課    

大阪市天王寺区筆ケ

崎町5-30 

平成30年９月20日 

新日本美風㈱    

大阪市港区市岡   

元町3-3-16 

\1,150,000円 

契約業者は過去の実績により、当該

業務に必要な知識・技術を唯一有し

ているため。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」の規定に

よる。 

 

 

 
      

       

備考 

（１）公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契

約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。 

（２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。 

（３）随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的理由を簡潔に記載する。 

 



別紙様式第１０－２

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

随意契約の相手の 随意契約に係る その他必要な

氏名及び住所 契約金額（税別） 事項（備考）

平成30年10月3日
日本電気株式会社
大阪府大阪市中央区城見1-4-
24（NEC関西ビル）

14,300,000

システムの利用までに設計や開発、当院システム連携等に長時間
必要となるが、平成31年1月より利用開始できるよう納品できる
のは、当該システムを熟知し看護部や医療情報課と打ち合わせを
行っていた日本電気株会社が唯一の業者であることから、日本赤
十字社会計規則第３６条第３項の規定に定める「契約の性質又は
目的が競争を許さない契約に」該当するため随意契約とする。

平成30年10月3日

日本アイ・ビー・エム株式会
社
東京都中央区日本橋箱崎町
19-21

24,800,000

「MD-VIEW」を基にした大阪赤十字病院向け富士通製情報システ
ム用データウェアハウスおよびデータ接続プログラムについて代
理店を通さず販売できる唯一の会社であることから、日本赤十字
社会計規則第３６条第３項の規定に定める「契約の性質又は目的
が競争を許さない契約に」該当するため随意契約とする。

平成30年10月3日
株式会社AIT
東京都江東区佐賀1-5-6

15,100,000

「MD-VIEW」を基にした大阪赤十字病院向け富士通製情報システ
ム用データウェアハウスおよびデータ接続プログラムで使用され
るソフトウェアの取り扱いに関し、病院情報システム基盤構築経
験を数多く有し、今回の環境を熟知しかつ最も安価に期日とおり
提供できる代理店であると日本アイ・ビー・エム株式会社より推
薦された会社であることから、日本赤十字社会計規則第３６条第
３項の規定に定める「契約の性質又は目的が競争を許さない契約
に」該当するため随意契約とする。

平成30年10月11日
富士フイルムメディカル株式
会社
大阪市港区弁天1-2-1

42,000,000

今回更新する放射線情報システムとレポート管理システムは現行
のベンダーである富士フイルムメディカル製の後継システムであ
り、同社は当該システムを納品できる唯一の業者であることか
ら、日本赤十字社会計規則第３６条第３項の規定に定める「契約
の性質又は目的が競争を許さない契約に」該当するため随意契約
とする。

平成30年11月7日

オリンパスメディカルサイエ
ンス販売株式会社
大阪市浪速区湊町1-2-3マル
イト難波ビル15階

1,490,000

契約業者は当該機器の納品業者であり、当該業務に必要な能力及
び経験を有している。迅速かつ安全に対応できるのは契約業者の
みであることから、日本赤十字社会計規則第３６条第３項の規定
に定める「契約の性質又は目的が競争を許さない契約に」該当す
るため随意契約とする。

契約金額は税込
価格を記載

備考

　 　 及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。
（２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

（３）随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的理由を簡潔に記載する。

（１）公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨

多次元・多視点・診療
データウェアハウスシス
テムの構築及び開発

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

多次元・多視点・診療
データウェアハウスシス
テム

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

随意契約を締結し
た日

随意契約によることとした理由
及び数量 名称及び所在地

超音波気管支ビデオス
コープの修理

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

看護部門管理システム
経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０

物品等又は役務の名称 随意契約担当部課の

放射線情報システム
レポート管理システム

経理部管財課
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
５－３０



紙様式第１０－２ 
 
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 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

東館 空調機整備工事 
経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成 30年11月15日 

㈱大気社 
大阪支社 
 

大阪市北区堂島浜 
1-2-1 
 

9,000,000円 

実施時期及び条件が限定される中、契約業者は当該設

備の元施工保守業者であり、当事業を適切に施工する

ために必要な資材・知識・技術を唯一有しているため。

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」の規定による。 

 

 



別紙様式第１０－２ 
 
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 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

本館 1500ＫＶＡ 

非常用発電機 

法定点検 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成30年11月27日 

三菱電機プラント
エンジニアリング
㈱ 
 
大阪市北区堂島二丁目 
２番２号 

1,727,000円 

契約業者は製造メーカー直系の保守専

門会社であり、適切に点検整備を行う

ために必要な資材・知識・技術を唯一

有しているため。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」の規定による。 

 

 



別紙様式第１０－２ 
 
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 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

空調機デジタル指示

調節計交換作業 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成 30年12月27日 

アズビル㈱ 
 

大阪市北区天満橋 
1-8-30 OAPﾀﾜー  
 

4,850,000円 

契約業者は当該設備のメーカー且つ保守業者であり、

当事業を適切に施工するために必要な資材・知識・技

術を唯一有しているため。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」の規定による。 

 

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ 

ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ 

補修 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成30年12月28日 

大阪ガス㈱ 
 
大阪市西区千代崎 
３丁目２－３７ 

5,980,000円 

契約業者は当該設備機器の保守業者であり、当事

業を適切に施工するために必要な資材・知識・技

術を唯一有しているため。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」の規定による。 

 

 



別紙様式第１０－２ 
 
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 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

本館 13Ａ病棟 
無菌室ユニット 
メンテナンス 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成31年1月16日 

㈱大気社 
 

大阪市北区堂島浜 
新ダイビル 18階 
 

2,800,000円 

本作業は清潔区域内病室において、療養機能を維持し

ながら各設備機器部品類交換や他設備への接続を要

する。病棟の診療・看護業務に影響を与えることなく

円滑に施工するためには、既存設備や当院の現場運営

を熟知していることが不可欠であり、本作業を安全か

つ確実に施工できるのは、当該設備元施工業者である

同社のみであるため。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」

の規定による。 

 

 



 
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 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

車路舗装部インフラ

試掘工事 

 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成31年1月11日 

㈱大林組 
 
大阪市北区中之島 
3丁目6番32号 

1,100,000円 

緊急の対応を要し、契約業者は当該箇所外構・設

備の元業者であり、当事業を適切に施工するため

に必要な知識・技術を唯一有しているため。日本

赤十字社会計規則第３６条第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」「契約

の性質又は目的が競争を許さない場合」の規定に

よる。 

 

 



 
 
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 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

東館７階病棟用 

ＬＥＤ照明器具 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成31年2月28日 

興和光学㈱ 

大阪市中央区淡路町 
2-3-5 
 

1,200,000円 

予定価格が160 万円をこえない財産の購入であるた

め。日本赤十字社会計規則施行細則第35条第2項 

の規定による。 

 

医療ガス設備 

警報装置更新 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成31年2月28日 

㈱エフエスユニ 

大阪府吹田市江の木町
27番15号 
 

11,600,000円 

現行機器はセントラルユニ製であるが、契約業者は大

阪府内における保守点検及び修繕に係る唯一代理店

であるため。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」 
の規定による。 

 

 



別紙様式第１０－２ 
 
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 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

監査 
経理部 会計課 

大阪市天王寺区筆ケ崎町 

５番３０号 

平成３１年３月４日 

ひびき監査法人 

大阪市中央区北浜 

二丁目３番６号 
1,238,096円 

契約監査法人は病院会計に精通してお

り、平成２９年度まで継続して予備監

査を担当し、大阪赤十字病院および附

属大手前整肢学園の特性を熟知してい

るため。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」

の規定による。 

附属大手前整肢学

園の監査を含む 

 



別紙様式第１０－２ 
 
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 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

修和寮・別館電気室 

特高受変電設備 

定期法令点検作業 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成31年3月18日 

㈱きんでん 大阪支社 

大阪市北区末広町 

２－１０ 

6,400,000円 

本作業は、院内一部エリアの停電を伴い、その時間・

箇所の短縮を図り、院内業務への影響を最小限度に留

めた上で行うことが最優先事項であり、契約業者

は過去の実績から、当事業を安全且つ確実

に行うために必要な知識・技術を唯一有し

ているため。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」の規定による。 

 

上水・雑用水加圧ポンプ 

ユニット メンテナンス 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成31年3月22日 

ダイダン㈱ 

大阪市浪速区 

2丁目10番70号 

3,190,000円 

契約業者は当該設備機器の保守担当業者であり、適切

な整備を行うための技術・知識を唯一有しているた

め。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」の規定による。 

 

 



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 

随意契約担当部課の名称

及び所在地 
随意契約を締結した日 

随意契約の相手の氏名

及び住所 

随意契約に係る

契約金額（税別） 
随意契約によることとした理由 

その他必要な事項

（備考） 

本館４階改修工事 

に係る設計監理業務 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成31年2月26日 

㈱安井建築 
設計事務所 

 
大阪市中央区島町 
2-4-7 

2,800,000円 

契約業者は新本館建設時の元設計業者であり、

過去の実績から当事業を適切に実施調整するた

めに必要な知識を唯一有しているため。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」の規定による。 

 

人工透析・解剖系統 

排水処理設備 修繕 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成31年3月8日 

アーパス技研工業㈱ 

東京都中央区日本橋 

小舟町4-4 

1,050,000円 

契約業者は当該設備のメーカー且つ保守業者であり、

当事業を適切に施工する為の必要な資材・知識・技術

を唯一有しているため。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」の規定による。 

 

各ボイラ 

メンテナンス 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成31年3月8日 

川重冷熱工業㈱ 

大阪市東淀川区東中島 

1丁目19番4号 

11,830,000円 

契約業者は当該設備のメーカー且つ保守業者であり、

当事業を適切に施工する為の必要な資材・知識・技術

を唯一有しているため。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」の規定による。 

 

本館 ＦＣＵファン 
ユニット整備（取替）

工事 

経理部施設課 

大阪市天王寺区筆ヶ崎町 

５－３０ 

平成 31年3月8日 

㈱大気社 
大阪支社 
 

大阪市北区堂島浜 
1-2-1 
 

5,300,000円 

本事業は、診療業務に支障を来たさずに行うことが

優先事項であるため、安全且つ確実に工事を行うに

は、当院における診療現場の現況や設備を熟知してい

る業者を選定する必要がある。契約業者は過去の実績

により本事業を適切に施工するために必要な資材・知

識・技術を唯一有しているため。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」の規定による。 

 

 


