
(様式1)

四半期別随意契約結果一覧表（物品購入、委託、賃貸借、財産の売り払い等）令和３年４月分～６月分

契約締結年月日 件名 根拠法令 契約金額(円) 契約の相手方 契約担当課 備考

1 令和3年4月1日 複写機（３台）賃貸借 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第7号 4.95～1.98/枚ほか ㈱玉柳 事務部事務課 単価契約

2 令和3年4月1日 複写機（４台）賃貸借 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第7号
モノクロ3.85/枚、カ
ラー10.78/枚ほか

㈱ときわ事務器 事務部事務課 単価契約

3 令和3年4月1日 カラー複合機賃貸借 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第7号
モノクロ4.40/枚、カ
ラー26.40/枚ほか

三立機電㈱ 事務部事務課 単価契約

4 令和3年4月1日 マイクロバス等借上 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
キロ制120/km、時間
制4,250/時間　ほか

㈱余市自動車工業 事務部事務課 単価契約

5 令和3年4月1日 玄関マット賃貸借 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第7号 1,331/月ほか 北海リースキン㈱ 事務部事務課 単価契約

6 令和3年4月1日
入院セット（タオルリース）賃
貸借

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 187/セット（1日） ワタキューセイモア㈱ 事務部事務課 単価契約

7 令和3年4月1日
メディパピルス診断書作成シ
ステム使用

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 851,400円 ﾆｯｾｲ情報ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 事務部事務課

8 令和3年4月1日
輸血検査機器オーソオート
ビュー（AVUFR）賃貸借

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 132,000/月 北海道和光純薬㈱ 事務部事務課

9 令和3年4月1日
輸血管理ソフトウェアライセン
ス（BTD）使用

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 660,000円 北海道和光純薬㈱ 事務部事務課

10 令和3年4月1日
全自動血液凝固分析装置賃
貸借

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 75,900/月 北海道和光純薬㈱ 事務部事務課

11 令和3年4月1日
血管内超音波診断装置
VISICUBE賃貸借

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 49,500/月 ㈱SMC 事務部事務課

12 令和3年4月1日 OCT ILUMIEN OPTIS賃貸借 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 60,500/月 ㈱SMC 事務部事務課

13 令和3年4月1日 在宅酸素療法用機器賃貸借 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 26,000/月（1台） エアウォーターＬＳ㈱ 事務部事務課

14 令和3年4月1日
在宅人工呼吸療法用機器
NIPネーザールⅢorⅤ賃貸借

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 60,500/月 エアウォーターＬＳ㈱ 事務部事務課

15 令和3年4月1日
EVE及びMedical Codeｻｰﾊﾞ・
ｿﾌﾄｳｪｱﾚﾝﾀﾙ

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 216,108/月 リコーリース㈱ 事務部事務課 契約期間4/1～12/31

※落札金額には消費税及び地方消費税の額は含みません。
※単価契約の場合は落札単価を、複数単価契約の場合は代表的な単価を掲載しております。

(令和4年7月30日 公表)



(様式1)

四半期別随意契約結果一覧表（物品購入、委託、賃貸借、財産の売り払い等）令和３年４月分～６月分

(令和4年7月30日 公表)

入札年月日 件名 入札種別 落札金額(円) 落札業者 契約担当課 備考

16 令和3年4月1日 セーフスレンタル 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 45,738/3月ほか 帝人ヘルスケア㈱ 事務部事務課 単価契約

17 令和3年4月1日 在宅酸素療法用機器賃貸借 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 9,900/月（1台）ほか フクダライフテック北海道㈱ 事務部事務課 単価契約

18 令和3年4月1日 在宅酸素療法用機器賃貸借 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 27,500/月（1台） ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ/ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ合同会社 事務部事務課

19 令和3年4月1日 MCH放射線機器包括保守 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 131,079,300円 エム・シー・ヘルスケア㈱ 事務部事務課

20 令和3年4月1日
医用画像配信（PACS）・レ
ポートシステム保守

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 3,300,000円 ㈱ムトウ 事務部事務課

21 令和3年4月1日
院内物品物流等管理業務
（SPD）委託

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 2,013,000/月 ㈱ムトウ 事務部事務課

22 令和3年4月1日
放射線画像処理システム（ｻﾞ
ｲｵｽﾃｰｼｮﾝ）保守

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 3,036,000円 ㈱ムトウ 事務部事務課

23 令和3年4月1日
眼科・耳鼻咽喉科システム保
守

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 1,953,600円 ㈱竹山 事務部事務課

24 令和3年4月1日 消化器内視鏡包括保守 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 5,543,450円 ㈱竹山 事務部事務課

25 令和3年4月1日
生理検査システムEFS-8800
保守

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 3,495,580円 ㈱竹山 事務部事務課

26 令和3年4月1日
ナビゲーションシステムS7プ
ラチナプラン保守

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 1,155,003円 ㈱竹山 事務部事務課

27 令和3年4月1日
手術室記録・モニタリングシス
テム保守

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 4,924,700円 ㈱竹山 事務部事務課

28 令和3年4月1日
術野映像記録配信システム
保守

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 1,430,000円 ㈱竹山 事務部事務課

29 令和3年4月1日 臨床ポリグラフ保守 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 653,400円 ㈱竹山 事務部事務課

30 令和3年4月1日
ステラッド 100NX フルメンテ
ナンス保守

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 1,760,000円 ㈱竹山 事務部事務課

※落札金額には消費税及び地方消費税の額は含みません。
※単価契約の場合は落札単価を、複数単価契約の場合は代表的な単価を掲載しております。
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31 令和3年4月1日
医療情報システム（電子ｶﾙﾃ
ｼｽﾃﾑ）保守

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 28,205,166円 日本電気㈱ 事務部事務課

32 令和3年4月1日 調剤支援システム保守 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 1,155,000円 ㈱トーショー 事務部事務課

33 令和3年4月1日 病理検査業務支援システム保守 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 514,800円 ㈱ｲﾝﾃｯｸ 事務部事務課

34 令和3年4月1日 臨床検査業務 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
抗ｻｲｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ抗体ｻｲﾛ
ｲﾄﾞﾃｽﾄ…319/件ほか

㈱エスアールエル 事務部事務課 単価契約

35 令和3年4月1日 臨床検査業務 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 Cu-尿…220/件ほか ㈱ビーエムエル 事務部事務課 単価契約

36 令和3年4月1日 クオンティフェロン検査委託 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 4,800/件 札幌臨床検査センター㈱ 事務部事務課

37 令和3年4月1日
網膜・硝子体/白内障手術装
置保守

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 2,123,000円 ㈲アイエスアイ 事務部事務課

38 令和3年4月1日 血球計数搬送システム保守 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 3,234,000円 北海道和光純薬㈱ 事務部事務課

39 令和3年4月1日 免疫染色装置BondMax保守 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 715,000円 北海道和光純薬㈱ 事務部事務課

40 令和3年4月1日
組織カセット用プリンタ（IPC）
保守

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 550,000円 北海道和光純薬㈱ 事務部事務課

41 令和3年4月1日
超音波装置（TUS-A500/W5・
Aplio500）保守

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 1,320,000円 ｷﾔﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 事務部事務課

42 令和3年4月1日
超音波装置（TUS-A400/AJ）
保守

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 1,386,000円 ｷﾔﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 事務部事務課

43 令和3年4月1日
再来受付機及び自動精算機
カード発行機システム保守

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 1,750,320円 ㈱アルメックスメディコム 事務部事務課

44 令和3年4月1日 放射線部門システム（RIS）保守 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 3,616,800円 富士ﾌｨﾙﾑ医療ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株) 事務部事務課

45 令和3年4月1日 院内滅菌業務等委託 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 4,281,200/月 エアウォーターＬＳ㈱ 事務部事務課

※落札金額には消費税及び地方消費税の額は含みません。
※単価契約の場合は落札単価を、複数単価契約の場合は代表的な単価を掲載しております。
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46 令和3年4月1日 院内患者給食業務委託 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 朝食652.3/日ほか シダックス㈱ 事務部事務課 単価契約

47 令和3年4月1日 EVE/Medical　Code　保守 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 165,000/月 ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ﾃﾞｰﾀ･ﾋﾞｼﾞｮﾝ㈱ 事務部事務課

48 令和3年4月1日 健診システムMexam保守 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 600,000円 ARMIC 事務部事務課

49 令和3年4月1日
採血管準備システム/採血業
務アシストソリューション保守

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 3,520,000円 ㈱フロンティア・サイエンス 事務部事務課

50 令和3年4月1日 白衣等洗濯業務 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 白衣165/枚ほか 福）北海道宏栄社 事務部事務課 単価契約

51 令和3年4月1日 病衣賃貸借 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 53.9/組（１日） 福）北海道宏栄社 事務部事務課 単価契約

52 令和3年4月1日 当直用寝具賃貸借 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 110/組（1日） 福）北海道宏栄社 事務部事務課 単価契約

53 令和3年4月1日 院内保育所基準寝具賃貸借 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 104.5/組（1日） 福）北海道宏栄社 事務部事務課 単価契約

54 令和3年4月1日 透析室基準寝具賃貸借 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 71.5/組（1日） 福）北海道宏栄社 事務部事務課 単価契約

55 令和3年4月1日 院内基準寝具賃貸借 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 160.6/組（1日） 福）北海道宏栄社 事務部事務課 単価契約

56 令和3年4月1日 バスタオル等賃貸借 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 ﾊﾞｽﾀｵﾙ40/枚ほか 福）北海道宏栄社 事務部事務課 単価契約

57 令和3年4月1日
放射線管理設備保守点検及
びＲ１水槽清掃業務

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 1,369,500円 富士電機㈱ 事務部事務課

58 令和3年4月1日
特別管理産業廃棄物及び産
業廃棄物収集運搬業務

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 プラ容器17.38/Ｌほか ㈱北日本消毒 事務部事務課 単価契約

59 令和3年4月1日 札防鼠剤殺虫保全管理業務 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 1,034,880円 ㈱北日本消毒 事務部事務課

60 令和3年4月1日 院内洗濯業務 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号 3,290,760円 福）北海道宏栄社 事務部事務課

※落札金額には消費税及び地方消費税の額は含みません。
※単価契約の場合は落札単価を、複数単価契約の場合は代表的な単価を掲載しております。
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61 令和3年4月1日 病院施設設備管理業務 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 139,973,900円 エア・ウォーター北海道㈱ 事務部事務課

62 令和3年4月1日 クレジットカード加盟店契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 0.85％ ㈱北洋カード 事務部医事課 単価契約

63 令和3年4月1日 クレジットカード加盟店契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 0.80％ ㈱ニッセンレンエスコート 事務部医事課 単価契約

64 令和3年4月1日 システムオペレーション業務 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 3,850/時間ほか ㈱ソラスト 事務部医事課 単価契約

65 令和3年4月1日 医事業務 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 238,717,776 ㈱ニチイ学館 事務部医事課

66 令和3年4月1日
法律相談業務等（法律顧問委
任契約）

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 50,000/月 弁護士法人ほくと総合法律事務所 事務部医事課

67 令和3年4月1日 未納医療費の債権回収業務 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 回収金額の30％ みずなら法律事務所 事務部医事課 単価契約

68 令和3年4月1日
医療情報システム（ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄﾚ
ﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ）保守

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 620,400 ㈱メディシステムソリューション 事務部事務課

69 令和3年4月8日
情報系端末ファイアウォール
機能復旧業務

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 1,980,000円 日本電気㈱ 事務部事務課

70 令和3年4月9日 ＣＰＭユニット修繕 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 935,000円 ㈱竹山 事務部事務課

71 令和3年4月19日
メイフィールド固定器一式　購
入

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 1,999,800円 ㈱竹山 事務部事務課

72 令和3年6月1日 RⅠ廃棄物処理業務 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 732,644円 公益財団法人日本アイソトープ協会 事務部事務課

73 令和3年6月1日
新型コロナウイルスワクチン
接種受付業務

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 4,880,700円 ㈱ニチイ学館 事務部医事課 契約期間6/1～3/31

74 令和3年6月4日 輸液ポンプ10台　購入 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号 1,276,000円 ㈱竹山 事務部事務課 コロナ対策

75 令和3年6月30日 マグナス手術台修繕 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 927,410円 ㈱ムトウ 事務部事務課

※落札金額には消費税及び地方消費税の額は含みません。
※単価契約の場合は落札単価を、複数単価契約の場合は代表的な単価を掲載しております。



(様式1)

四半期別随意契約結果一覧表（物品購入、委託、賃貸借、財産の売り払い等）令和３年４月分～６月分

(令和4年7月30日 公表)

入札年月日 件名 入札種別 落札金額(円) 落札業者 契約担当課 備考

76 令和3年6月30日
オンライン資格確認導入に伴
うシステム対応

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 2,884,750円 日本電気㈱ 事務部医事課

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

※落札金額には消費税及び地方消費税の額は含みません。
※単価契約の場合は落札単価を、複数単価契約の場合は代表的な単価を掲載しております。


