平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況
【同一所管公益法人等との契約】
（法人名：国立大学法人大阪大学）
公共工事の名称、場所、 契約担当者等の氏名並
契約の相手方の商号
機関及び種別又は物品役 びにその所属する部局
又は名称及び住所
務等の名称及び数量
の名称及び所在地

件数

1

2

3

契約を締結した日

(財)レーザー技術総
国立大学法人大阪大学
合研究所
「放射輸送コードの研究
学長 宮原秀夫
平成18年4月3日
大阪市西区靱本町1丁 開発」委託業務
吹田市山田丘１－１
目８－４

（株）サインポスト
大阪市淀川区西宮原
１－８－２９テラサ
キ第２ビル８Ｆ

国立大学法人北海道
大学
札幌市北区北8条西5
丁目

契約金額
（単位：円）

26,000,000

契約
種類

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果

随意
契約

本委託業務は、大阪大学が受託し
た科学技術試験研究の再委託であ
る。（財）レーザー技術総合研究
所は再委託課題の研究に必要な極
端紫外光源に関する放射流体コー
その他
ドとレーザー生成プラズマの優れ
た研究実績があり本再委託課題を
実施・推進できる唯一の機関であ
る。よって競争を許さないため。
（会計規程第41条第1項第1号）

随意
契約

本契約は、新エネルギー・産業技
術総合開発機構より助成されてい
る『平成17年度大学発事業創出実
用化研究開発事業「日本発糖尿病
（生活習慣病）予防診断DNAチッ
プ技術の黄色人種への展開研
究」』（以下『本事業』）の研究
開発業務の一部を委託するもので
ある。本事業の主旨は山崎義光前
助教授及び同社が持つ糖尿病（生
活習慣病）予防診断技術（遺伝子
測定系・解析アルゴリズム）が黄
色人種全般において網羅的に適応
できるか否かを判断し、最適な遺 その他
伝子測定系・解析アラゴリズムを
確立することを目的とした比較検
討を行うための業務の一部である
ことから、同社の遺伝子測定系を
利用せざるを得ない。また、「本
事業の研究成果の事業化のため
に、事業化実施者に研究成果の技
術移転を行う」という本事業の前
提条件から鑑みるに、同社以外の
業者に発注しノウハウが流出する
ことは、同事業の主旨に反するこ
とから、競争を許さないため。
（会計規程第41条第1項第1号）

講ずる措置

備考

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

国立大学法人大阪大学
先端科学イノベーショ
上海交通大学医学員附属
ンセンター
平成18年11月30日
瑞金医院収集症例におけ
センター長
る遺伝子測定業務
馬場 章夫
吹田市山田丘２－１

19,100,384

NEDO委託事業
（心筋再生治療研究開
発）

本件は、公募のあった事業に応募
し採択されたものである。応募に
あたっては、事前に他機関（大
学）のスタッフも含めた研究組織
を構築しておく必要があり、この
その他（引き続
企画競争・ 募集について採択が未決定の事業
き企画競争・公 公募を実施
32,488,050
公募
であるため一般競争にかけるのは
募を実施）
無理がある。なお、採択後におい
ては応募の際に編成した研究組織
の大幅な変更は認められない。
よって競争を許さないため。（会
計規程第41条第1項第1号）

国立大学法人大阪大学
学長 宮原秀夫
平成18年8月1日
吹田市山田丘１－１

類型
区分

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

単価
契約
マイ
クロ
アレ
イ
56,82
6円／
枚
外

公共工事の名称、場所、 契約担当者等の氏名並
契約の相手方の商号
機関及び種別又は物品役 びにその所属する部局
又は名称及び住所
務等の名称及び数量
の名称及び所在地

件数

4

国立大学法人千葉大
NEDO委託事業
学
（心筋再生治療研究開
千葉市稲毛区弥生町1
発）
番33号

契約を締結した日

国立大学法人大阪大学
学長 宮原秀夫
平成18年8月1日
吹田市山田丘１－１

大阪府赤十字血液セ
赤血球濃厚液-LR「日赤」 国立大学法人大阪大学
ンター
血液200mlに由来する赤血 学長 宮原秀夫
平成19年3月30日
5
大阪市城東区森之宮2
球 133袋 外41点
吹田市山田丘１－１
丁目4番43号

6

7

合計

国立大学法人福井大
学
福井市文京区3丁目9
番1号

独立行政法人国立印
刷局
東京都港区虎ノ門22-4

再委託業務「蛋白質解析 国立大学法人大阪大学
用超高感度テラヘルツ波 学長 宮原秀夫
平成18年10月1日
NMR装置」 1式
吹田市山田丘１－１

平成19年度大阪大学入学 国立大学法人大阪大学
試験問題紙及び解答紙の 事務局長 北見 耕一 平成19年1月9日
印刷
吹田市山田丘1-1

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
（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果

講ずる措置

類型
区分

備考

本件は、公募のあった事業に応募
し採択されたものである。応募に
あたっては、事前に他機関（大
学）のスタッフも含めた研究組織
を構築しておく必要があり、この
その他（引き続
企画競争・ 募集について採択が未決定の事業
き企画競争・公 公募を実施
16,917,600
公募
であるため一般競争にかけるのは
募を実施）
無理がある。なお、採択後におい
ては応募の際に編成した研究組織
の大幅な変更は認められない。
よって競争を許さないため。（会
計規程第41条第1項第1号）

502,332,493

随意契約

本契約物品である血液等を販売で
きるのは、大阪府下においては大
阪府赤十字血液センター協会だけ
であり、競争を許さないため。
その他
（会計規程41条第1項第1号及び昭
和56年1月7日付会計課長通知国会
第127号「血液製剤の調達に関し
随意契約によることについて」）

35,750,000

随意
契約

独立行政法人科学技術振興機構と
の受託研究契約に基づく再委託契
約であるため。（会計規程第41条 その他
第2項及び契約規則第34条第1項第
14号）

15,021,796

随意
契約

入学試験の問題紙・解答紙は試験
当日までの機密保持が絶対条件で
あるという特別の事由により、機
密保持に関しては絶対的な信頼の
おける独立行政法人国立印刷局と その他
随意契約するものである。（会計
規程第41条第2項及び契約規則第
34条第1項第14号）

随意契約によらざるを得ないもの

単価
契約
18 8,169
円
外

随意契約によらざるを得ないもの

18

随意契約によらざるを得ないもの

15

647,610,323

（注１）本表は、平成18年度に締結した支出原因契約であって随意契約（各国立大学法人の定める少額随契限度額以下のものを除く）のうち、「同一所管公益法人等」（「特殊法人等」、「独立行政法人等」、「当該独立行政
法人の主務省と同一の所管に属する公益法人」及び「再就職者がいる民間法人」をいう。）との契約を記載する。
なお、特殊法人等とは、特殊法人又は認可法人を指し、独立行政法人等とは、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法（平成15年法律第112号）第２条第
１項及び第３項に規定する法人を指す。「公益法人等」には、医療法人、学校法人、社会福祉法人、特定非営利法人、中間法人、協同組合は含まない。
（注２）「類型区分」欄には、「講ずる措置」欄において「（競争性のない）随意契約によらざるを得ないもの」としたものについて、別添の「随意契約事由別
該当しない場合には以下のいずれかに区分の上、該当番号を記載する。
・緊急の必要により競争に付することができない場合「13」
・競争に付することが不利と認められる場合「14」
・秘密の保持が必要とされている場合「15」
・競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がない場合「16」
・特例政令に相当する規定に該当する場合「17」
・その他、1から17並びに19の類型区分に分類できないものについては「18」
・見直し後においても、なお、包括条項（バスケットクローズ）に該当する契約とする場合については「19」

類型早見表」の類型区分(１～12)に該当する場合はその番号、

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況
【その他の者との契約】
（法人名：国立大学法人大阪大学）
公共工事の名称、場所、 契約担当者等の氏名並
契約の相手方の商号
機関及び種別又は物品役 びにその所属する部局
又は名称及び住所
務等の名称及び数量
の名称及び所在地

件数

1

2

（特非）レーザー技
術推進センター
大阪府大阪市北区梅
田1-3-267

日本アドバンストテ
クノロジー(株)
茨城県那珂郡東海村
村松字平原3129-45

契約を締結した日

国立大学法人大阪大学
実験設備維持運転管理業
総長 宮原 秀夫
平成19年3月26日
務 1式
吹田市山田丘1-1

ガラスレーザー激光ⅩⅡ 国立大学法人大阪大学
号システム等維持・保守 総長 宮原 秀夫
平成19年3月23日
管理業務
吹田市山田丘1-1

東宝ビル管理（株）
3 大阪市北区梅田1-31-700

大阪大学大学院工学研究 国立大学法人大阪大学
科他構内電気設備その他 総長 宮原秀夫
平成18年4月1日
保守管理
吹田市山田丘1-1

三進金属工業（株）
京都支店
4
京都市下京区河原町
仏光寺角

大阪大学工学研究科研究 国立大学法人大阪大学
棟（C4、C5棟他)改修工事 総長 宮原 秀夫
平成18年11月1日
に伴う移転作業
吹田市山田丘1-1

契約金額
（単位：円）

100,380,000

84,168,000

19,164,600

152,250,000

契約
種類

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果

講ずる措置

類型
備考
区分

随意
契約

本学レーザーエネルギー学研究セ
ンター並びに全国共同利用施設と
して全国の研究者に使用されてい
るレーザー類は他に例をみない大
型特殊設備装置のため、装置の通
常運転及び安定した稼働は特殊技
術や高度な専門知識を備えた技術
者に委託する必要があり、（特
その他
非）レーザー技術推進センター以
外では、本学レーザーエネルギー
学研究センターの要求する仕様を
満たすことが技術的に不可能であ
ると認められる。よって、競争を
許さないため。（会計規程第41条
第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

随意
契約

本学レーザーエネルギー学研究セ
ンターにて使用しているガラス
レーザー激光ⅩⅡ号システム等は
他に例をみない大型特殊設備シス
テムのため、システムの通常運転
及び安定した稼働を行うには、当
該システムの維持・保守管理を行
う必要がある。当該システムは日
本電気株式会社及び日進電子株式
会社によって設計・製造・据付・
調整を行われ他社を通じることな
く、当該企業が直接、設計。製
造。保守業務等を行っていたが、 その他
当該企業からレーザー部門を日本
アドバンストテクノロジー株式会
社に移籍したことにより、現在は
日本アドバンストテクノロジー
（株）が当該システムに関する高
度な技術とノウハウを保有してお
り、維持及び保守業務等を行って
いる。よって同社以外では、要求
する仕様を満たすことが技術的に
不可能であると認められ、競争を
許さないため。（会計規程第41条
第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

随意
契約

工学研究科の広範囲に亘る施設設
備に精通し、かつ以前から吹田
キャンパス内でも同種の業務に携
わって優秀な実績及び信頼性共に
見直しの余地あ
充分満たす業者としては東宝ビル
競争入札に移行（20年度契約から）
り
管理（株）しかなく、競争を許さ
ないことから会計規程第41条第1
項第1号に該当するため。（会計
規程第41条第1項第1号）

随意
契約

本契約は、研究棟の改修工事に伴
う物品の移転作業であり、運送又
は保管をさせるときに該当するた
その他
め、見積合わせによる随意契約と
した。（会計規程第41条第2項及
び契約規則第34条第1項第8号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

三進金属工業（株）
京都支店
5
京都市下京区河原町
仏光寺角

No.197 Rui Jin Er
Road, Shanghai
200025, China Vice
President of Rui
Jin Hospital,
affiliated to
6 Shanghai Jiaotong
University school
of medicine
イーピーエス株式会
社 代表取締役 厳
浩 東京都文京区後
楽2-3-19

7

国立大学法人大阪大学
大阪大学研究棟改修(工学
工学研究科長
部)施設整備等事業に係る
平成19年1月16日
豊田 政男
移転作業
吹田市山田丘２－１

「糖尿病血合併症の発症 国立大学法人大阪大学
予防のためのオーダーメ 総長 宮原 秀夫
平成18年8月9日
イド医療研究」受託研究 吹田市山田丘1-1

国立大学法人大阪大学
待兼山修学館展示基本・
総合学術博物館
（株）電通関西支社
平成18年7月3日
実施設計業務及び設計監
館長 江口太郎
大阪市北区堂島2-4-5
理業務 1式
豊中市待兼山町1-1６

（株）旭屋書店
外国雑誌
国立大学法人大阪大学
8 大阪市北区豊崎3丁目 ABA banking journal.
総長 宮原 秀夫
平成18年11月20日
17番9号
99(1)-99(12) 外1,346点 吹田市山田丘1-1

外国雑誌
（株）獨亜書院
国立大学法人大阪大学
Acta neurobiologiae
総長 宮原秀夫
平成18年11月20日
9 大阪市北区中津6丁目
experimentalis. 67(1)8番33号
吹田市山田丘1-1
67(4) 外275点

14,700,000

19,690,000

15,885,712

56,292,036

22,106,985

随意
契約

本契約は、研究棟の改修工事に伴
う物品の移転作業であり、運送又
は保管をさせるときに該当するた
その他
め、見積合わせによる随意契約と
した。（会計規程第41条第2項及
び契約規則第34条第1項第8号）

随意
契約

本事業で必要とされる、中国（上
海）での糖尿病患者データ収集
1,000例において、クオリティの
高い遺伝子サンプル及び臨床デー
タの収集と、加えて、将来中国で
の事業化に発展した場合、中国本
その他
土での中心的拠点となり得るのに
十分な設備、技術及び実績を保有
しており、これらを全て兼ね備え
た施設は他に存在しないと考えら
れるため。（会計規程第41条第1
項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

企画競争
・公募

大阪大学総合学術博物館では
に、貴重な標本資料をアトラク
ティブに見せるための展示デザイ
ン（ソフト面）・展示実施設計の
策定が不可欠である。その業務の
特殊性から、博物館展示関連業務
を行う業者からの提案を広く募る
プロポーザル方式により契約相手
を公募することを決定した。
業者の選定に当たっては、業者
その他
に対して本館の概要、仕様、整備
スケジュール等についての説明会
を開催し、提案書受けプレゼン
テーションを実施した。リニュー
アル展示設計・設計監理業務委託
先選定委員会において、提案書の
内容について検討し、総合的に優
れた業者である（株）電通関西支
店を選定したものである。 (会
計規程第41条第1項第1号)

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

外国雑誌は通常1月から12月まで
の暦年単位で発行され、前年10月
には、取次業者から海外の出版社
に対して翌年の年間購読予約を行
わなければならないが、この時期
その他
には未だ雑誌の価格が確定してお
らず、一般競争を行うことができ
ないため。（会計規程第41条第2
項及び契約規則第34条第1項第14
号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

随意
契約

外国雑誌は通常1月から12月まで
の暦年単位で発行され、前年10月
には、取次業者から海外の出版社
に対して翌年の年間購読予約を行
わなければならないが、この時期
その他
には未だ雑誌の価格が確定してお
らず、一般競争を行うことができ
ないため。（会計規程第41条第2
項及び契約規則第34条第1項第14
号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

単価
契約
1,125
元／
症例
外
（1元
＝
14.32
円の
レー
トを
適
用）

外国雑誌
（株）紀伊國屋書店
国立大学法人大阪大学
Academic emergency
総長 宮原秀夫
平成18年11月20日
10 豊中市蛍池東町4丁目
medicine. 14(1)-14(12)
6番23号
吹田市山田丘1-1
外1,534 点

丸善（株）大阪支店
11 大阪市中央区久太郎
町2丁目5番28号

外国雑誌
Acta Acustica united
with Acustica. 93(1)93(6) 外365点

外国雑誌
有限会社緑書房
Acta Odontologica
12 豊中市新千里東町1丁
Scandinavica. 65(1)目4番2号
65(6) 外1,058点

外国雑誌
ユサコ（株）
American journal of
13 東京都港区東麻布2丁
neuroradiology. 2007目17番12号
2007 外84点

14

シュプリンガー・
ジャパン（株）
東京都千代田区九段
北1丁目11番11号

外国雑誌
Abdominal imaging.
32(1)-32(6) 外247点

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成18年11月20日
吹田市山田丘1-1

国立大学法人大阪大学
総長 宮原秀夫
平成18年11月20日
吹田市山田丘1-1

国立大学法人大阪大学
総長 宮原秀夫
平成18年11月20日
吹田市山田丘1-1

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成18年11月20日
吹田市山田丘1-1

188,890,632

52,810,339

91,908,961

20,543,738

10,543,055

随意
契約

外国雑誌は通常1月から12月まで
の暦年単位で発行され、前年10月
には、取次業者から海外の出版社
に対して翌年の年間購読予約を行
わなければならないが、この時期
その他
には未だ雑誌の価格が確定してお
らず、一般競争を行うことができ
ないため。（会計規程第41条第2
項及び契約規則第34条第1項第14
号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

随意
契約

外国雑誌は通常1月から12月まで
の暦年単位で発行され、前年10月
には、取次業者から海外の出版社
に対して翌年の年間購読予約を行
わなければならないが、この時期
その他
には未だ雑誌の価格が確定してお
らず、一般競争を行うことができ
ないため。（会計規程第41条第2
項及び契約規則第34条第1項第14
号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

随意
契約

外国雑誌は通常1月から12月まで
の暦年単位で発行され、前年10月
には、取次業者から海外の出版社
に対して翌年の年間購読予約を行
わなければならないが、この時期
その他
には未だ雑誌の価格が確定してお
らず、一般競争を行うことができ
ないため。（会計規程第41条第2
項及び契約規則第34条第1項第14
号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

随意
契約

外国雑誌は通常1月から12月まで
の暦年単位で発行され、前年10月
には、取次業者から海外の出版社
に対して翌年の年間購読予約を行
わなければならないが、この時期
その他
には未だ雑誌の価格が確定してお
らず、一般競争を行うことができ
ないため。（会計規程第41条第2
項及び契約規則第34条第1項第14
号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

随意
契約

本件の外国雑誌は、オランダ国
Springer Science and Business
Media B.V.社が刊行し、日本国内
においては、シュプリンガー・
ジャパン（株）が SpringerLink
コンソーシアム参加機関に提供す その他
る際に、その対象誌については、
他の代理店等を経由することな
く、直接販売しており、競争を許
さないため。（会計規程第41条第
1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

（株）旭屋書店
国内雑誌
15 大阪市北区豊崎3丁目 アディクションと家族
17番9号
外934点

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成19年3月20日
吹田市山田丘1-1

リコー関西(株)
16 大阪市中央区谷町
4-11-6

PPC用紙（再生紙）A3
55kg 1,487,834枚
PPC用紙（再生紙）A4
55kg 24,662,000枚

泉機械設計事務所
17 東京都羽村市緑ヶ丘
3-8-16

質量顕微鏡用マルチター
国立大学法人大阪大学
ン飛行時間型質量分析計
事務局長 北見 耕一 平成18年5月10日
泉機械設計事務所製
吹田市山田丘1-1
MULTUM-IMG型 1式

日本電子(株)大阪支
店
18
大阪市淀川区西中島
5-14-5

GSX500用分光計部
電子(株)製 NMECMX500sp 1式

(株)ユニソク
19
枚方市春日野2-4-3

国立大学法人大阪大学
USM1400S型用処理導入室 財務部豊中調達セン
(株)ユニソク製 USSター室
平成18年6月14日
9970P型 1式 外1点
室長 朝山 日出夫
豊中市待兼山町1-31

エスアイアイ・ナノ
テクノロジー(株)
20
東京都中央区新富215-5

国立大学法人大阪大学
SMI3050MT用架台･除振機 財務部豊中調達セン
構 エスアイアイ・ナノ ター室
平成18年7月4日
テクノロジー(株)製 1式 室長 朝山 日出夫
豊中市待兼山町1-31

(株)キーエンス
21 大阪市東淀川区東中
島1-3-14

22

日本電子(株)大阪支
店
大阪市淀川区西中島
5-14-5

27,177,835

随意
契約

本学が購読する国内雑誌は、タイ
トル数が非常に多く、その種類に
おいても、人文・社会・自然科学
と主題が全学問分野にわたるほ
か、一般商業誌・専門誌・学会
誌・協会誌等と発行団体も多様で
あり、その流通経路も一様ではな
い。したがって、本学の国内雑誌
納入業者には、迅速かつ正確な納 その他
入（欠号チェックを含む）並びに
煩瑣な仕入等を効率的に行えるこ
とが求められる。これらの条件を
満たす国内雑誌納入業者は（株）
旭屋書店しかおらず、競争を許さ
ないため。（会計規程第41条第2
項及び契約規則第34条第1項第14
号）

随意契約によらざるを得ないもの

12,178,838

随意
契約

政府調達による一般競争を行った
結果、不落となったため。（会計 その他
規程41条第2項）

競争入札に移行

14,700,000

随意
契約

本装置の販売は、製造業者である
泉機械設計事務所が他の代理店を
通さずに直接販売しており、競争 その他
を許さないため。（会計規程41条
第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

12,600,000

随意
契約

本装置の販売は、製造業者である
日本電子(株)が他の代理店を通さ
ずに直接販売しており、競争を許 その他
さないため。（会計規程41条第1
項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

12,726,000

随意
契約

本装置の販売は、製造業者である
(株)ユニソクが他の代理店を通さ
ずに直接販売しており、競争を許 その他
さないため。（会計規程41条第1
項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

24,990,000

随意
契約

本装置の販売は、製造業者である
エスアイアイ・ナノテクノロジー
(株)が他の代理店を通さずに直接 その他
販売しており、競争を許さないた
め。（会計規程41条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

国立大学法人大阪大学
3Dリアルサーフェス
財務部豊中調達セン
ビュー顕微鏡 (株)キー ター室
平成18年7月12日
エンス製 1式
室長 朝山 日出夫
豊中市待兼山町1-31

13,177,500

随意
契約

本装置の販売は、製造業者である
(株)キーエンスが他の代理店を通
さずに直接販売しており、競争を その他
許さないため。（会計規程41条第
1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

MALDI MULTUM電源
電子(株)製 MS205034TMMPS 1式

10,500,000

随意
契約

本装置の販売は、製造業者である
日本電子(株)が他の代理店を通さ
ずに直接販売しており、競争を許 その他
さないため。（会計規程41条第1
項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

国立大学法人大阪大学
事務局長 北見 耕一 平成18年4月1日
吹田市山田丘1-1

国立大学法人大阪大学
日本 財務部豊中調達セン
ター室
平成18年5月19日
室長 朝山 日出夫
豊中市待兼山町1-31

日本 国立大学法人大阪大学
事務局長 北見 耕一 平成18年7月18日
吹田市山田丘1-1

単価
契約
1冊
18
1,680
円
外

単価
契約
A3 1
枚:0.
8757
円
A4 1
枚:0.
441円

(株)リガク大阪支店
23
高槻市赤大路町14-8

24

大研科学産業(株)
加東市上滝野688

(株)東芝関西支社
25 大阪市北区大淀中11-30

試料水平型X線回折装置
(株)リガク製 RINTUltimaⅢ/TF 1式

国立大学法人大阪大学
財務部豊中調達セン
ター室
平成18年7月18日
室長 朝山 日出夫
豊中市待兼山町1-31

国立大学法人大阪大学
高速液体クロマトグラフ
財務部豊中調達セン
質量分析計 (株)島津製
ター室
平成18年9月1日
作所製 LCMS-2010EV 1
室長 朝山 日出夫
式
豊中市待兼山町1-31

PRISM-FFAG電磁石
東芝製 2台

国立大学法人大阪大学
財務部豊中調達セン
(株)
ター室
平成18年9月5日
室長 朝山 日出夫
豊中市待兼山町1-31

国立大学法人大阪大学
大陽日酸(株)開発･エ
小型希釈冷凍機 大陽日 財務部豊中調達セン
ンジニアリング本部
酸(株)製 TS-3H100-NMR- ター室
平成18年9月12日
26
東京都品川区小山135 1式
室長 朝山 日出夫
3-26
豊中市待兼山町1-31

スペクトラ・フィ
ジックス（株)
東京都目黒区中目黒
4-6-1

フェムト秒チタンサファ
イアレーザーシステム
国立大学法人大阪大学
米国スペクトラ・フィ
事務局長 北見 耕一 平成18年11月13日
ジックスインコーポレイ 吹田市山田丘1-1
テッド製 1式

伯東(株)関西支店
28
伊丹市宮ノ前2-3-18

イオンビームミリング装 国立大学法人大阪大学
置 伯東(株)製 10IBE 事務局長 北見 耕一 平成18年11月13日
Single Stage 1式
吹田市山田丘1-1

誠南工業(株)
29 大阪市住之江区北加
賀屋4-3-24

超高真空加熱装置 誠南 国立大学法人大阪大学
工業(株)製 PLD-A7860 事務局長 北見 耕一 平成18年11月13日
1式
吹田市山田丘1-1

スウェーデン国エム
ビー・サイエンティ
フィック社
30
Seminariegatan
29B,752,28,Uppsala,
Sweden

MBS A1 アナライザー用
ゲート機能付検出システ
ム スウェーデン国エム
ビー・サイエンティ
フィック社製 1式 外1
点

27

31

エスアイアイ・ナノ
テクノロジー(株)
東京都中央区新富215-5

国立大学法人大阪大学
財務部豊中調達セン
平成18年11月27日
ター室
室長 七野 修吉
豊中市待兼山町1-31

国立大学法人大阪大学
SMI3050MT用中和銃 エス
財務部豊中調達セン
アイアイ・ナノテクノロ
平成18年12月15日
ター室
ジー(株)製 1式
室長 七野 修吉
豊中市待兼山町1-31

随意
契約

本装置の販売は、製造業者である
(株)リガクが他の代理店を通さず
に直接販売しており、競争を許さ その他
ないため。（会計規程41条第1項
第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本装置の販売は、大研科学産業
(株)が製造業者である(株)島津製
作所の大阪府下大学関係における
その他
唯一の代理店となっており、競争
を許さないため。（会計規程41条
第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

27,090,000

随意
契約

実験遂行上、前年度製造したもの
と全く同一品を調達しなければ研
究目的を果たせないため、前年度
その他
同物品を製造した(株)東芝に請け
負わせたものである。（会計規程
41条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

15,750,000

随意
契約

本装置の販売は、製造業者である
大陽日酸(株)が他の代理店を通さ
ずに直接販売しており、競争を許 その他
さないため。（会計規程41条第1
項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

12,073,740

随意
契約

本装置の販売は、製造業者である
米国スペクトラ・フィジックスイ
ンコーポレイテッドの一部地域を
除き日本における唯一の販売代理
店であるスペクトラ・フィジック その他
ス(株)が他の代理店を通さずに直
接販売しており、競争を許さない
ため。（会計規程41条第1項第1
号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

15,960,000

随意
契約

本装置の販売は、製造業者である
伯東(株)が他の代理店を通さずに
直接販売しており、競争を許さな その他
いため。（会計規程41条第1項第1
号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

10,794,000

随意
契約

本装置の販売は、製造業者である
誠南工業(株)が他の代理店を通さ
ずに直接販売しており、競争を許 その他
さないため。（会計規程41条第1
項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

13,107,150

随意
契約

本装置の販売は、製造業者である
スウェーデン国エムビー・サイエ
ンティフィック社が他の代理店を
その他
通さずに直接販売しており、競争
を許さないため。（会計規程41条
第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

19,884,900

随意
契約

本装置の販売は、製造業者である
エスアイアイ・ナノテクノロジー
(株)が他の代理店を通さずに直接 その他
販売しており、競争を許さないた
め。（会計規程41条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

12,104,400

18,501,000

日本シイベルヘグ
ナー(株)
32
東京都港区三田3-419

(株)キーエンス
33 大阪市東淀川区東中
島1-3-14

オリエンタル酵母工
業(株)大阪バイオ営
34
業所
吹田市南吹田4-4-1

阪急タクシー（株）
35 豊中市服部南町3-512

超高感度等温滴定型カロ
リメータ 米国MicroCal
社製 VP-ITC/1000Eシス
テム 1式

国立大学法人大阪大学
カラー３Ｄレーザ顕微鏡 財務部豊中調達セン
平成19年2月26日
(株)キーエンス製 1式 ター室
室長 七野 修吉
豊中市待兼山町1-31

国立大学法人大阪大学
固型飼料 MF 20kg 1,003 事務局長
平成19年3月26日
袋 外10点
佐々木 順司
吹田市山田丘1-1

旅客運送契約

三菱ハイタク事業協
36 同組合
旅客運送契約
守口市八雲東町1-8-2

Springer Science
and Business Media
B.V.
37 Van
Godewijckstraat30
3311GX Dordrecht,
The Netherlands

国立大学法人大阪大学
事務局長
平成19年1月19日
佐々木 順司
吹田市山田丘1-1

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成18年4月3日
吹田市山田丘1-1

1式

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成18年4月3日
吹田市山田丘1-1

1式

SpringerLinkの利用
式

一

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成18年12月25日
吹田市山田丘1-1

13,356,000

随意
契約

本装置の販売は、製造業者である
米国MicroCal社の日本における唯
一の販売代理店である日本シイベ
ルヘグナー(株)が他の代理店を通 その他
さずに直接販売しており、競争を
許さないため。（会計規程41条第
1項第1号）

12,010,950

随意
契約

本装置の販売は、製造業者である
(株)キーエンスが他の代理店を通
さずに直接販売しており、競争を その他
許さないため。（会計規程41条第
1項第1号）

随意
契約

オリエンタル酵母工業(株)製の固
型飼料は、製造業者であるオリエ
ンタル酵母工業(株)が他の代理店
その他
を通さずに直接販売しており、競
争を許さないため。（会計規程41
条第1項第1号）

随意
契約

本契約は、本学職員の各種連絡用
に供する目的から、その性質上緊
急を要する場合が多いため、本学
吹田・豊中地区に対し地理的条件
を備え、さらに保有台数が多い阪 その他
急タクシー（株）と随意契約を締
結するものである。（会計規程第
41条第2項及び契約規則第34条第1
項第8号）

15,572,340

27,247,730

28,440,830

59,988,348

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意契約によらざるを得ないもの

単価
契約
MF
20kg
18
1
袋:3,
990円
外

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

単価
契約
初乗
り660
円
外

随意
契約

本契約は、本学職員の各種連絡用
に供する目的から、その性質上緊
急を要する場合が多いため、本学
吹田・豊中地区に対し地理的条件
を備え、さらに保有台数が多い三 その他
菱ハイタク事業協同組合と随意契
約を締結するものである。（会計
規程第41条第2項及び契約規則第
34条第1項第8号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

単価
契約
初乗
り520
円
外

随意
契約

本契約のSpringerLinkの利用は、
Springer Science and Business
Media B.V社が著作権の管理、提
供を直接行っており、競争を許さ
ないため。（会計規程第41条第1
その他
項第1号及び政府調達に関する協
定その他の国際約束に係る物品等
又は特定役務の調達手続に関する
国立大学法人大阪大学会計規程第
11条第1項第2号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

エルゼビア・ビー・
ブイ サイエンス・
アンド・テクノロ
38 ジー
オランダ王国アムス
テルダム市ラーダー
ヴェヒ29

（社）日本アイソ
トープ協会
39
東京都文京区本駒込
2-28-45

（株）千代田テクノ
ル
40
東京都文京区湯島17-12

国立大学法人大阪大学
サイエンス・ダイレクト
総長 宮原 秀夫
平成19年3月26日
の利用 一式
吹田市山田丘1-1

アイソトープ廃棄物の廃 国立大学法人大阪大学
棄（集荷・処理・処分） 総長 宮原 秀夫
平成19年3月1日
一式
吹田市山田丘1-1

国立大学法人大阪大学
被曝放射線量当量の測定 事務局長
平成19年3月20日
請負契約 一式
佐々木 順司
吹田市山田丘1-1

オムロンクレジット
サービス（株）
41
京都市下京区高辻通
室町西入繁昌町310

国立大学法人大阪大学
タクシー共通乗車券の利
総長 宮原 秀夫
平成19年3月1日
用 一式
吹田市山田丘1-1

富士ゼロックス
（株）官公庁支社
42 西日本営業部
大阪市中央区瓦町36-5

ゼロックス電子複写機
国立大学法人大阪大学
DocuCentre a285 1台外 総長 宮原 秀夫
平成19年3月15日
95点の保守等契約
吹田市山田丘1-1

197,343,384

22,061,634

11,477,718

59,499,960

25,116,972

随意
契約

本契約はエルゼビア・ビー・ブイ
社が刊行する学術雑誌をインター
ネットでオンラインアクセス提供
するサービスであり、提供はエル
ゼビア・ビー・ブイ社のサイエン
ス・アンドﾞ･テクノロジー部門を
通じて直接行っており、同一の情
その他
報を他社から得ることができず、
競争を許さないため。（会計規程
第41条第1項第1号及び政府調達に
関する協定その他の国際約束に係
る物品等又は特定役務の調達手続
に関する国立大学法人大阪大学会
計規程第11条第1項第2号）

随意
契約

本契約はアイソトープを用いて行
う実験、研究及び診療に伴って生
じる汚染廃棄物の廃棄（集荷・処
理・処分）を行うものであるが、
国内において社団法人日本アイソ
その他
トープ協会が唯一、ＲＩ汚染廃棄
物の廃棄を行っている業者であ
り、競争を許さないため。（政府
調達に関する協定15条１（ｂ）及
び会計規程第41条第1項第1号）

随意
契約

本契約は被曝放射線当量の測定を
行うものであるが、法により測定
結果の永久保存・５年間ごとの累
積被曝線量の計測などが義務付け
られている。本学では、被曝記録
の請負者の記憶装置に集積させ
て、その出力帳票を徴して被曝管 その他
理を行っており、積算の利便性、
データの一貫性、信頼性及び実績
を考慮すると、（株）千代田テク
ノルしか実施できず、競争を許さ
ないため。（会計規程第41条第1
項第1号）

随意
契約

タクシーの利用については利便性
が求められ、大阪のタクシー会社
のほぼ１００％が加盟している信
販会社の共通利用券を利用するこ
見直しの余地有
とが最適である。本学が要求する
企画競争を実施（20年度契約から）
り
事務処理を満たすのはオムロンク
レジットサービス株式会社のみで
あり、競争を許さないため。（会
計規程第41条第1項第1号）

単価
契約
初乗
り550
円
外

随意
契約

ゼロックス電子複写機の保守及び
消耗品の供給は、製造業者である
富士ゼロックス（株）が他の代理 見直しの余地有
競争入札に移行（20年度契約から）
店を通さずに直接行っており、競 り
争を許さないため。（会計規程第
41条第1項第1号）

単価
契約
5.775
円／
枚
外

随意契約によらざるを得ないもの
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随意契約によらざるを得ないもの

単価
契約
可燃
物
17
25,83
0円／
本
外

随意契約によらざるを得ないもの

単価
契約
18 FX型
357円
/回

富士ゼロックス
（株）官公庁支社
43 西日本営業部
大阪市中央区瓦町36-5

ゼロックスカラー複写機
国立大学法人大阪大学
DocuCentreⅡC2200PFS
総長 宮原 秀夫
平成19年3月15日
１台 外192点の保守等契
吹田市山田丘1-1
約

富士ゼロックス
（株）官公庁支社
44 西日本営業部
大阪市中央区瓦町36-5

ゼロックスPRINTER
国立大学法人大阪大学
COPIER DocuCentre
総長 宮原 秀夫
平成19年3月15日
a285F 1台 外78点の保
吹田市山田丘1-1
守等契約

リコー関西（株）
45 大阪市中央区谷町411-6

国立大学法人大阪大学
リコー電子複写機
事務局長
平成19年3月20日
imagioNeo221 外52点の
佐々木 順司
保守等契約 一式
吹田市山田丘1-1

東宝ビル管理（株）
46 大阪市北区梅田1-31-700

国立大学法人大阪大学
構内電気設備その他保守
総長 宮原 秀夫
平成19年3月27日
管理 一式
吹田市山田丘1-1

随意
契約

ゼロックスカラー複写機の保守及
び消耗品の供給は、製造業者であ
る富士ゼロックス（株）が他の代 見直しの余地有
競争入札に移行（20年度契約から）
理店を通さずに直接行っており、 り
競争を許さないため。（会計規程
第41条第1項第1号）

単価
契約
5.775
円／
枚

随意
契約

ゼロックスPRINTER COPIERの保守
及び消耗品の供給は、製造業者で
ある富士ゼロックス（株）が他の 見直しの余地有
競争入札に移行（20年度契約から）
代理店を通さずに直接行ってお
り
り、競争を許さないため。（会計
規程第41条第1項第1号）

単価
契約
5.775
円／
枚

随意
契約

リコー電子複写機の保守及び消耗
品の供給は、製造業者であるリ
コー（株）が他の代理店を通さず 見直しの余地有
競争入札に移行（20年度契約から）
に直接行っており、競争を許さな り
いため。（会計規程第41条第1項
第1号）

単価
契約
7.875
円／
枚
外

24,764,040

随意
契約

理学部、基礎工学部及び大学教育
実践センターは多くの建物に分か
れており、電気設備、給排水設備
及びその他設備は複雑多岐であ
る。これらを安全に管理するため
には、建物、諸設備を的確に把握
し、不測の事故に対応できる習熟
した技術員が必要である。東宝ビ 見直しの余地有
競争入札に移行（20年度契約から）
ル管理株式会社は本学において優 り
秀な実績があり、委託業者が変更
になると現有設備の内容に関する
知識を熟知するのに相当の時間が
必要となり、多大な損害を被る結
果となりかねないことから、競争
を許さないため。（会計規程第41
条第1項第1号）

11,398,883

随意
契約

豊中市にて水を供給しているの
が、豊中市水道局のみであり、競
その他
争を許さないため。（会計規程第
41条第1項第1号）

12,866,206

随意
契約

豊中市にて水を供給しているの
が、豊中市水道局のみであり、競
その他
争を許さないため。（会計規程第
41条第1項第1号）

98,967,540

32,762,184

12,345,804

豊中市水道局
47
水道料 4月分
豊中市北桜塚4-11-18

国立大学法人大阪大学
事務局長 北見 耕一 平成18年4月19日
吹田市山田丘1-1

豊中市水道局
48
水道料 5月分
豊中市北桜塚4-11-18

国立大学法人大阪大学
事務局長 北見 耕一 平成18年5月19日
吹田市山田丘1-1

豊中市水道局
49
水道料 6月分
豊中市北桜塚4-11-18

国立大学法人大阪大学
事務局長 北見 耕一 平成18年6月16日
吹田市山田丘1-1

13,141,851

随意
契約

豊中市水道局
水道料 7月分
豊中市北桜塚4-11-18

国立大学法人大阪大学
事務局長 北見 耕一 平成18年7月21日
吹田市山田丘1-1

14,603,111

随意
契約

50

随意契約によらざるを得ないもの

単価
契約
8 138円
/m3
外

随意契約によらざるを得ないもの

単価
契約
8 138円
/m3
外

豊中市にて水を供給しているの
が、豊中市水道局のみであり、競
その他
争を許さないため。（会計規程第
41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

単価
契約
8 138円
/m3
外

豊中市にて水を供給しているの
が、豊中市水道局のみであり、競
その他
争を許さないため。（会計規程第
41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

単価
契約
8 138円
/m3
外

豊中市水道局
51
水道料 8月分
豊中市北桜塚4-11-18

国立大学法人大阪大学
事務局長 北見 耕一 平成18年8月22日
吹田市山田丘1-1

豊中市水道局
水道料 9月分
豊中市北桜塚4-11-18

国立大学法人大阪大学
事務局長 北見 耕一 平成18年9月26日
吹田市山田丘1-1

52

豊中市水道局
水道料 10月分
53
豊中市北桜塚4-11-18

国立大学法人大阪大学
事務局長 北見 耕一 平成18年10月24日
吹田市山田丘1-1

豊中市水道局
水道料 11月分
54
豊中市北桜塚4-11-18

国立大学法人大阪大学
事務局長 北見 耕一 平成18年11月21日
吹田市山田丘1-1

豊中市水道局
水道料 12月分
55
豊中市北桜塚4-11-18

国立大学法人大阪大学
事務局長 北見 耕一 平成18年12月22日
吹田市山田丘1-1

豊中市水道局
水道料 1月分
56
豊中市北桜塚4-11-18

国立大学法人大阪大学
事務局長
平成19年1月24日
佐々木 順司
吹田市山田丘1-1

豊中市水道局
水道料 2月分
57
豊中市北桜塚4-11-18

国立大学法人大阪大学
事務局長
平成19年2月23日
佐々木 順司
吹田市山田丘1-1

豊中市水道局
58
水道料 3月分
豊中市北桜塚4-11-18

国立大学法人大阪大学
事務局長
平成19年3月27日
佐々木 順司
吹田市山田丘1-1

住重加速器サービス
（株）
59
東京都品川区北品川
5-9-11

大阪大学核物理研究セン
ターＡＶＦサイクロトロ 国立大学法人大阪大学
ン装置及びリングサイク 総長 宮原 秀夫
平成18年3月31日
ロトロン装置の運転及び 吹田市山田丘1-1
保守業務

15,466,086

随意
契約

豊中市にて水を供給しているの
が、豊中市水道局のみであり、競
その他
争を許さないため。（会計規程第
41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

単価
契約
8 138円
3
/m
外

13,325,693

随意
契約

豊中市にて水を供給しているの
が、豊中市水道局のみであり、競
その他
争を許さないため。（会計規程第
41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

単価
契約
8 138円
3
/m
外

13,530,292

随意
契約

豊中市にて水を供給しているの
が、豊中市水道局のみであり、競
その他
争を許さないため。（会計規程第
41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

単価
契約
8 138円
/m3
外

14,677,447

随意
契約

豊中市にて水を供給しているの
が、豊中市水道局のみであり、競
その他
争を許さないため。（会計規程第
41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

単価
契約
8 138円
/m3
外

15,379,594

随意
契約

豊中市にて水を供給しているの
が、豊中市水道局のみであり、競
その他
争を許さないため。（会計規程第
41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

単価
契約
8 138円
/m3
外

13,927,610

随意
契約

豊中市にて水を供給しているの
が、豊中市水道局のみであり、競
その他
争を許さないため。（会計規程第
41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

単価
契約
8 138円
/m3
外

15,082,247

随意
契約

豊中市にて水を供給しているの
が、豊中市水道局のみであり、競
その他
争を許さないため。（会計規程第
41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

単価
契約
8 138円
/m3
外

11,801,989

随意
契約

豊中市にて水を供給しているの
が、豊中市水道局のみであり、競
その他
争を許さないため。（会計規程第
41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

単価
契約
8 138円
/m3
外

随意
契約

本学核物理研究センターにおい
て、全国共同利用施設として全国
の研究者に使用されているＡＶＦ
サイクロトロン装置及びリングサ
イクロトロン装置の運転及び保守
業務は本装置を製作した住友重機
械工業株式会社より同業務を委任
その他
された住重加速器サービス株式会
社以外では本学核物理研究セン
ターの要求する仕様を満たすこと
が技術的に不可能であると認めら
れる。よって、競争を許さないた
め。（会計規程第41条第1号第1
項）

随意契約によらざるを得ないもの

単価
契約
34,46
18 6円/
人・
日
外

82,335,398

60

清水建設・小田急建
設共同企業体
大阪市中央区本町35-7）

大阪大学工学部化学系実
国立大学法人大阪大学
験研究棟Ｃ２棟等温水管
総長 宮原 秀夫
平成18年11月15日
用他保温材撤去工事
吹田市山田丘1-1
吹田市山田丘2-1

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

18,900,000

随意
契約

本工事の電気設備は､清水建設･小
田急建設共同企業体と平成17年5
月31日付けで契約を締結した｢大
阪大学(吹田1)研究棟改修(工学
部)施設整備費等事業｣(以下｢事業
契約｣という｡)にて改修された電
気設備と同一電気室内の設備であ
り､同一の高圧母線への接続､それ
に伴う既存配電盤の改修､系統の
安定性において､全体ｼｽﾃﾑの一部
その他
として密接不可分である｡そのた
め､長期にわたる安全で適切な維
持管理､設備の密接な関連性､施工
上の能力不足による設備の不備､
停電作業等によるﾘｽｸの回避等に
おいて､事業契約により改修した
電気設備を熟知した清水建設･小
田急建設共同企業体による施工が
必要であるため。（会計規程第41
条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約は一般競争を実施したが､
予定価格の制限に達せず､落札者
が無かったため。（会計規程第41 その他
条第2項及び契約規則第34条第1項
第11号）

競争入札に移行

33,915,000

61

清水建設・小田急建
設共同企業体
大阪市中央区本町35-7

62

大阪大学（医）基礎研究 国立大学法人大阪大学
（株）倉岡工務店
棟等外壁改修工事
総長 宮原 秀夫
平成19年3月29日
吹田市岸部中1-29-19
吹田市山田丘1-1
吹田市山田丘1-1

83,790,000

（株）佐藤総合計画
関西事務所
大阪市中央区北久宝
寺町2-2-13

設計業務に関しては､その成果の
質が問われるもので､一定した給
付を想定することができない｡し
たがって設計業務の請負契約を締
結しようとする場合には､価格競
争のみによって契約相手方を決定
することはできない｡このことか
企画競争・ ら､設計業務委託契約に関して､文
その他
15,225,000
公募
部科学省では条件を満たせばプロ
ポーザル方式による随意契約を認
めている(平成11年3月31日付文施
173号文教施設部長通知｢標準プロ
ポーザル方式の手続きについ
て｣)｡本学においてもこの手続き
に則り契約するものである。（会
計規程第41条第1項第1号）

63

大阪大学（吹田）工学研
国立大学法人大阪大学
究科Ｃ４棟等給気設備取
総長 宮原 秀夫
平成18年11月30日
設電気設備工事
吹田市山田丘1-1
吹田市山田丘2-1

随意
契約

本工事は､工学部化学系実験研究
棟C2棟等温水管用他保温材の非飛
散性アスベスト含有部分の撤去工
事であるが､この工事は清水建設･
小田急建設共同企業体と平成17年
5月31日付けで契約を締結した｢大
阪大学(吹田1)研究棟改修(工学
部)施設整備費等事業｣の事業範囲
その他
内の工事である工学部化学系実験
研究棟C2棟等温水管用他保温材
(非飛散性アスベスト含有部分を
除く)本体の撤去工事と関連した
工事であるため、清水建設･小田
急建設共同企業体しか施工でき
ず、競争を許さないため。（会計
規程第41条第1号第1項）

国立大学法人大阪大学
大阪大学（石橋）文系総
事務局長 北見 耕一 平成18年6月26日
合研究棟設計業務
吹田市山田丘1-1

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

（株）小笠原設計
64 大阪市中央区北浜東
2-19

（株）総合設備コン
サルタント大阪事務
65 所
大阪市西区西本町21-30

66

（株）佐藤総合計画
関西事務所
大阪市中央区北久宝
寺町2-2-13）

国立大学法人大阪大学
大阪大学（理）研究棟等
総長 宮原 秀夫
平成19年2月22日
改修設計業務
吹田市山田丘1-1

設計業務に関しては､その成果の
質が問われるもので､一定した給
付を想定することができない｡し
たがって設計業務の請負契約を締
結しようとする場合には､価格競
争のみによって契約相手方を決定
することはできない｡このことか
企画競争・ ら､設計業務委託契約に関して､文
22,050,000
その他
公募
部科学省では条件を満たせばプロ
ポーザル方式による随意契約を認
めている(平成11年3月31日付文施
173号文教施設部長通知｢標準プロ
ポーザル方式の手続きについ
て｣)｡本学においてもこの手続き
に則り契約するものである。（会
計規程第41条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

国立大学法人大阪大学
大阪大学（理）研究棟改
事務局長 北見 耕一 平成19年2月22日
修設備設計業務
吹田市山田丘1-1

設計業務に関しては､その成果の
質が問われるもので､一定した給
付を想定することができない｡し
たがって設計業務の請負契約を締
結しようとする場合には､価格競
争のみによって契約相手方を決定
することはできない｡このことか
ら､設計業務委託契約に関して､文
企画競争・
部科学省では条件を満たせばプロ その他
13,650,000
公募
ポーザル方式による随意契約を認
めている(平成11年3月31日付文施
173号文教施設部長通知｢標準プロ
ポーザル方式の手続きについ
て｣)｡本学においてもこの手続き
に則り契約するものであり､会計
規程第41条第1項第1号に該当する
ため｡

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

大阪大学（吹田）融合型 国立大学法人大阪大学
生命科学総合研究棟新営 総長 宮原 秀夫
平成19年3月26日
設計業務
吹田市山田丘1-1

設計業務に関しては､その成果の
質が問われるもので､一定した給
付を想定することができない｡し
たがって設計業務の請負契約を締
結しようとする場合には､価格競
争のみによって契約相手方を決定
することはできない｡このことか
企画競争・ ら､設計業務委託契約に関して､文
その他
23,100,000
公募
部科学省では条件を満たせばプロ
ポーザル方式による随意契約を認
めている(平成11年3月31日付文施
173号文教施設部長通知｢標準プロ
ポーザル方式の手続きについ
て｣)｡本学においてもこの手続き
に則り契約するものである。（会
計規程第41条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

（株）総合設備コン
サルタント大阪事務
67 所
大阪市西区西本町21-30）

日本オーチス・エレ
ベータ（株）近畿支
68 店
大阪市中央区城見21-61

国立大学法人大阪大学
大阪大学（吹田）融合型
事務局長
平成19年3月27日
生命科学総合研究棟新営
佐々木 順司
設備設計業務
吹田市山田丘1-1

設計業務に関しては､その成果の
質が問われるもので､一定した給
付を想定することができない｡し
たがって設計業務の請負契約を締
結しようとする場合には､価格競
争のみによって契約相手方を決定
することはできない｡このことか
企画競争・ ら､設計業務委託契約に関して､文
13,965,000
その他
公募
部科学省では条件を満たせばプロ
ポーザル方式による随意契約を認
めている(平成11年3月31日付文施
173号文教施設部長通知｢標準プロ
ポーザル方式の手続きについ
て｣)｡本学においてもこの手続き
に則り契約するものである。（会
計規程第41条第1項第1号）

大阪大学人間科学研究科 国立大学法人大阪大学
その他昇降機設備保全業 総長 宮原 秀夫
平成19年3月30日
務
吹田市山田丘1-1

随意
契約

本契約におけるエレベータ･小荷
物専用昇降機は､日本オーチス・
エレベータ（株）製であり､保全
業務についても他社に委託せず直
接同社が行っている｡また､部品等
その他
についても他社のものとは互換性
はなく､他社では完全な保全業務
が行いえない。よって競争を許さ
ないため。（会計規程第41条第1
項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

随意
契約

本契約におけるエレベータ･小荷
物専用昇降機･エスカレーターは､
株式会社日立製作所製であり､保
全業務は､委託された株式会社日
立ビルシステム関西支社が行って その他
いる｡また､部品等についても他社
のものとは互換性はない｡よって､
競争を許さないため。（会計規程
第41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

随意
契約

本契約におけるエレベータ･小荷
物専用昇降機は､三菱電機（株）
製であり､保全業務は､委託された
三菱電機ビルテクノサービス
（株）関西支社が行っている｡ま
その他
た､部品等についても他社のもの
とは互換性はなく､他社では完全
な保全業務が行いえない｡よって､
競争を許さないため。（会計規程
第41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

随意
契約

本契約におけるエレベータ･小荷
物専用昇降機は､日本オーチス・
エレベータ（株）製であり､保全
業務についても他社に委託せず直
接同社が行っている｡また､部品等
その他
についても他社のものとは互換性
はなく､他社では完全な保全業務
が行いえない｡よって､競争を許さ
ないため。（会計規程第41条第1
項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

（株）日立ビルシス 大阪大学微生物病研究所 国立大学法人大阪大学
69 テム関西支社
その他昇降機設備保全業 総長 宮原 秀夫
平成19年3月30日
大阪市北区堂山町3-3 務
吹田市山田丘1-1

三菱電機ビルテクノ
サービス（株）関西
70 支社
大阪市北区天満橋18-30

日本オーチス・エレ
ベータ（株）近畿支
71 店
大阪市中央区城見21-61

大阪大学社会経済研究所 国立大学法人大阪大学
その他昇降機設備保全業 総長 宮原 秀夫
平成19年3月30日
務
吹田市山田丘1-1

大阪大学人間科学研究科 国立大学法人大阪大学
その他昇降機設備保全業 総長 宮原 秀夫
平成18年4月1日
務
吹田市山田丘1-1

45,360,000

37,800,000

29,925,000

52,920,000

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

（株）日立ビルシス 大阪大学微生物病研究所 国立大学法人大阪大学
その他昇降機設備保全業 総長 宮原 秀夫
平成18年4月1日
72 テム関西支社
大阪市北区堂山町3-3 務
吹田市山田丘1-1

三菱電機ビルテクノ
サービス（株）関西
73 支社
大阪市北区天満橋18-30

74

国立循環器病セン
ター
吹田市藤白台5丁目7
番1号

学校法人東海大学
75 東京都渋谷区富ヶ谷
二丁目28番4号

43,822,800

随意
契約

本契約におけるエレベータ･小荷
物専用昇降機・エスカレーター
は､（株）日立製作所製であり､保
全業務は､委託された株式会社日
立ビルシステム関西支社が行って その他
いる｡また､部品等についても他社
のものとは互換性はない｡よって､
競争を許さないため。（会計規程
第41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

随意
契約

本契約におけるエレベータ･小荷
物専用昇降機は､三菱電機株式会
社製であり､保全業務は､委託され
た三菱電機ビルテクノサービス
（株）関西支社が行っている｡ま
その他
た､部品等についても他社のもの
とは互換性はなく､他社では完全
な保全業務が行いえない｡よって､
競争を許さないため。（会計規程
第41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

大阪大学社会経済研究所 国立大学法人大阪大学
その他昇降機設備保全業 総長 宮原 秀夫
平成18年4月1日
務
吹田市山田丘1-1

32,781,000

NEDO委託事業
（心筋再生治療研究開
発）

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成18年10月18日
吹田市山田丘1-1

本件は、公募のあった事業に応募
し採択されたものである。応募に
あたっては、事前に他機関（大
学）のスタッフも含めた研究組織
を構築しておく必要があり、この
その他（引き続
企画競争・ 募集について採択が未決定の事業
き企画競争・公 公募を実施
29,999,550
公募
であるため一般競争にかけるのは
募を実施）
無理がある。なお、採択後におい
ては応募の際に編成した研究組織
の大幅な変更は認められない。
よって競争を許さないため。（会
計規程第41条第1項第1号）

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成18年8月1日
吹田市山田丘1-1

本件は、公募のあった事業に応募
し採択されたものである。応募に
あたっては、事前に他機関（大
学）のスタッフも含めた研究組織
を構築しておく必要があり、この
その他（引き続
企画競争・ 募集について採択が未決定の事業
き企画競争・公 公募を実施
16,956,450
公募
であるため一般競争にかけるのは
募を実施）
無理がある。なお、採択後におい
ては応募の際に編成した研究組織
の大幅な変更は認められない。
よって競争を許さないため。（会
計規程第41条第1項第1号）

NEDO委託事業
（心筋再生治療研究開
発）

社団法人日本アイソ
国立大学法人大阪大学
トープ協会
放射性クロム酸酸ナトリ
76
総長 宮原 秀夫
平成19年3月30日
東京都文京区本駒込2 ウム注射液 1本 外76点
吹田市山田丘1-1
丁目28番45号

（株）シオノギバイ
オメディカルラボラ
77
トリーズ
摂津市三島2-5-1

非特異的IgE 他69項目

（株）エスアールエ
ル
78
東京都立川市曙町241-19

先天異常染色体検査
49項目

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成19年3月16日
吹田市山田丘1-1

他

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成19年3月16日
吹田市山田丘1-1

本契約物品である放射性医薬品を
販売できるのは（社）日本アイソ
トープ協会だけであり、競争を許
その他
さないため。（会計規程41条第1
項第1号）

156,239,685

随意
契約

66,510,975

随意
契約

本契約は一般競争を実施したが､
予定価格の制限に達せず､落札者
が無かったため。（会計規程第41 その他
条第2項及び契約規則第34条第1項
第11号）

60,436,300

随意
契約

本契約は一般競争を実施したが､
予定価格の制限に達せず､落札者
が無かったため。（会計規程第41 その他
条第2項及び契約規則第34条第1項
第11号）

随意契約によらざるを得ないもの

単価
契約
18 20,58
0円
外

競争入札に移行

単価
契約
630円
外

競争入札に移行

単価
契約
17,85
0円
外

（株）三菱化学ビー
シーエル
79
東京都板橋区志村330-1

帝人在宅医療（株）
80 東京都千代田区内幸
町2-1-1

81

82

83

（株）メディセオメ
ディカル
東京都文京区本郷318-15

尿コルチゾール
目

他35項

酸素濃縮装置 マイルド 国立大学法人大阪大学
サンソ 外3点の賃貸借契 総長 宮原 秀夫
平成18年4月1日
約
吹田市山田丘1-1

超音波診断装置 オラン
ダ国フィリップスメディ
カルシステムズ社製
SONOS7500（X-Matrix）
１式

（株）メディセオメ
ディカル
東京都文京区本郷318-15

超音波診断装置 オラン
ダ国フィリップスメディ
カルシステムズ社製
HD11XE １式

（株）メディセオメ
ディカル
東京都文京区本郷318-15

超音波診断装置 オラン
ダ国フィリップスメディ
カルシステムズ社製
SONOS7500（Ope.Ver）
１式

（株）エフエスユニ
マネジメント
84
東京都中央区築地215-19

東芝メディカルシス
テムズ（株）関西支
85 社
大阪市北区南森町21-29

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成19年3月16日
吹田市山田丘1-1

国立大学法人大阪大学
医学部附属病院
平成18年7月6日
病院長 荻原 俊男
吹田市山田丘2-15

国立大学法人大阪大学
医学部附属病院
平成18年7月7日
病院長 荻原 俊男
吹田市山田丘2-15

国立大学法人大阪大学
医学部附属病院
平成18年7月31日
病院長 荻原 俊男
吹田市山田丘2-15

大阪大学医学部附属病院 国立大学法人大阪大学
物流管理システム運用業 総長 宮原 秀夫
平成19年3月27日
務
吹田市山田丘1-1

東芝X線CT装置
守点検業務

１式の保

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成19年3月30日
吹田市山田丘1-1

随意
契約

本契約は一般競争を実施したが､
予定価格の制限に達せず､落札者
が無かったため。（会計規程第41 その他
条第2項及び契約規則第34条第1項
第11号）

随意
契約

本契約の酸素濃縮装置 マイルド
サンソ 外3点は、帝人ファーマ
株式会社の製品であり、同装置の
賃貸借については、帝人在宅医療
株式会社が日本国内における唯一 その他
の代理店で他の代理店を通さず直
接行っており、競争を許さないた
め。（会計規程第41条第1項第1
号）

随意契約によらざるを得ないもの

随意
契約

本装置の販売は、製造業者である
オランダ国フィリップスメディカ
ルシステムズ社の大阪府北部にお
ける唯一の販売代理店である
その他
（株）メディセオメディカルが他
の代理店を通さずに直接販売して
おり、競争を許さないため。（会
計規程41条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本装置の販売は、製造業者である
オランダ国フィリップスメディカ
ルシステムズ社の大阪府北部にお
ける唯一の販売代理店である
その他
（株）メディセオメディカルが他
の代理店を通さずに直接販売して
おり、競争を許さないため。（会
計規程41条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

11,025,000

随意
契約

本装置の販売は、製造業者である
オランダ国フィリップスメディカ
ルシステムズ社の大阪府北部にお
ける唯一の販売代理店である
その他
（株）メディセオメディカルが他
の代理店を通さずに直接販売して
おり、競争を許さないため。（会
計規程41条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

48,615,000

随意
契約

本契約は一般競争を実施したが､
予定価格の制限に達せず､落札者
が無かったため。（会計規程第41 その他
条第2項及び契約規則第34条第1項
第11号）

競争入札に移行

随意
契約

本契約の東芝X線CT装置は、東芝
メディカルシステムズ（株）の製
品であり、本装置の保守点検業務
は東芝メディカルシステムズ
（株）関西支社が大阪府下におけ その他
る唯一の代理店で他の代理店を通
さず直接行っており、競争を許さ
ないため。（国立大学法人大阪大
学会計規程第41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

20,570,900

50,166,430

12,075,000

12,600,000

29,400,000

単価
契約
1,050
円
外

競争入札に移行

単価
契約
18 40,37
2.5円
外

18

86

ジーイー横河メディ
カルシステム（株）
大阪支店
吹田市江坂町5-7-10

帝人在宅医療（株）
87 東京都千代田区内幸
町2-1-1

88

89

（株）小池メディカ
ル
東京都江戸川区松島
１－２４－８

全身用X線コンピュータ断 国立大学法人大阪大学
層撮影装置 １式の保守 総長 宮原 秀夫
平成19年3月28日
点検業務
吹田市山田丘1-1

酸素濃縮装置 マイルド 国立大学法人大阪大学
サンソ 外3点の賃貸借契 総長 宮原 秀夫
平成19年3月30日
約
吹田市山田丘1-1

吸着型酸素濃縮器 KM5
3E 外3点の賃貸借契約

国立大学法人大阪大学
医学部附属病院
平成19年3月30日
病院長 荻原 俊男
吹田市山田丘2-15

国立大学法人大阪大学
日本総合研究所
大阪大学医学部附属病院 医学部附属病院
平成19年3月30日
大阪市西区新町1-5-8 経営改善等支援業務
病院長 荻原 俊男
吹田市山田丘2-15

シーメンス（株）大
阪営業所
90
大阪市北区西天満４
丁目11-22

国立大学法人大阪大学
大阪大学医学部附属病院 医学部附属病院
平成18年4月1日
小型搬送設備保守点検
病院長 荻原 俊男
吹田市山田丘2-15

（株）日本シュー
国立大学法人大阪大学
ター大阪支店
大阪大学医学部附属病院 医学部附属病院
91
平成18年4月1日
大阪市天満橋1丁目14 中型搬送設備保守点検
病院長 荻原 俊男
番8号
吹田市山田丘2-15

55,872,963

53,713,270

14,400,750

15,750,000

13,122,900

10,930,500

随意
契約

本契約の全身用X線コンピュータ
断層撮影装置は、米国GE社の製品
であり、同装置の保守点検及び修
理は、ジーイー横河メディカルシ
ステム株式会社が日本国内におけ その他
る唯一の代理店で他の代理店を通
さず直接行っており、競争を許さ
ないため。（会計規程第41条第1
項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

随意
契約

本契約の酸素濃縮装置 マイルド
サンソ 外3点は、帝人ファーマ
株式会社の製品であり、同装置の
賃貸借については、帝人在宅医療
株式会社が日本国内における唯一 その他
の代理店で他の代理店を通さず直
接行っており、競争を許さないた
め。（会計規程第41条第1項第1
号）

随意契約によらざるを得ないもの

単価
契約
18 40,37
2.5円
外

随意
契約

本契約の吸着型酸素濃縮器 KM5
3E 外3点は、（株）小池メディ
カルの製品又は同社が日本国内に
おける唯一の代理店として取り
扱っている製品であり、その賃貸 その他
借については同社が他の代理店を
通さず直接行っており、競争を許
さないため。（会計規程第41条第
1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

単価
契約
18 38,32
5円
外

随意
契約

本契約の病院経営改善等支援業務
については、現在株式会社日本総
合研究所に委託しており、同社は
本院が目指す経営改善方針などを
熟知し、これまで同社からの的確
その他
な提案に基づき実施してきた施策
により、本院経営改善に大きく寄
与してきた。よって、競争を許さ
ないため。（会計規程第41条第1
項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約の小型搬送設備はシーメン
ス（株）の製品であり、同設備の
保守点検については、製造業者で
ある同社が他の代理店を通さずに その他
直接行っており、競争を許さない
ため。（会計規程第41条第1項第1
号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

随意
契約

本契約の中型搬送設備は（株）日
本シューターの製品であり、同設
備の保守点検については、製造業
者である同社が他の代理店を通さ その他
ずに直接行っており、競争を許さ
ないため。（会計規程第41条第1
項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

東宝ビル管理（株） 大阪大学医学部・同附属 国立大学法人大阪大学
92 大阪市北区梅田1丁目 病院電気機械設備運転管 総長 宮原 秀夫
平成18年4月1日
3番1-700号
理
吹田市山田丘1-1

（株）エフエスユニ
93 西日本
池田市住吉2-1-23

94

（株）Ｓ＆Ｓエンジ
ニアリング
大阪市北区西天満４
丁目11-22

国立大学法人大阪大学
大阪大学医学部附属病院
総長 宮原 秀夫
平成18年4月1日
医療ガス設備保守点検
吹田市山田丘1-1

国立大学法人大阪大学
大阪大学医学部附属病院 医学部附属病院
平成19年3月30日
小型搬送設備保守点検
病院長 荻原 俊男
吹田市山田丘2-15

（株）日本シュー
国立大学法人大阪大学
ター大阪支店
大阪大学医学部附属病院 医学部附属病院
平成19年3月30日
95
大阪市天満橋1丁目14 中型搬送設備保守点検
病院長 荻原 俊男
番8号
吹田市山田丘2-15

東宝ビル管理（株） 大阪大学医学部・同附属 国立大学法人大阪大学
96 大阪市北区梅田1丁目 病院電気機械設備運転管 総長 宮原 秀夫
平成19年3月30日
3番1-700号
理
吹田市山田丘1-1

（株）エフエスユニ
97 大阪営業所
池田市住吉2-1-23

国立大学法人大阪大学
大阪大学医学部附属病院
総長 宮原 秀夫
平成19年3月30日
医療ガス設備保守点検
吹田市山田丘1-1

114,408,000

16,117,500

12,996,900

10,820,250

108,738,000

15,960,000

随意
契約

本院には、高度に制御された空
調、医療ガス供給、冷温水・蒸気
等エネルギー、高圧受変電、各定
圧負荷等の各種設備があり、医療
機関としてこれらの設備は休止さ
すことなく稼働させ続ける必要が
ある。これら設備を的確かつ機敏
見直しの余地あ
競争入札に移行（20年度契約から）
に管理しようとする際には、この
り
専門知識を有するだけではなく、
現有設備の能力・設置状況にも高
度に精通している必要がある。以
上を満たす業者は東宝ビル管理株
式会社をおいて他になく、競争を
許さないため。（会計規程第41条
第1項第1号）

随意
契約

本契約の医療ガス設備は（株）セ
ントラルユニの製品であり、同設
備の保守点検業務については、製
造業者である同社が他の代理店を その他
通さずに直接行っており、競争を
許さないため。（会計規程第41条
第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

随意
契約

本契約の小型搬送設備はシーメン
ス（株）の製品であり、同設備の
保守点検については、（株）Ｓ＆
Ｓエンジニアリングが西日本地区
その他
において唯一取り扱っており、他
の代理店を通さずに直接行ってい
る。よって競争を許さないため。
（会計規程第41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

随意
契約

本契約の中型搬送設備は（株）日
本シューターの製品であり、同設
備の保守点検については、製造業
者である同社が他の代理店を通さ その他
ずに直接行っており、競争を許さ
ないため。（会計規程第41条第1
項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

随意
契約

本院には、高度に制御された空
調、医療ガス供給、冷温水・蒸気
等エネルギー、高圧受変電、各定
圧負荷等の各種設備があり、医療
機関としてこれらの設備は休止さ
すことなく稼働させ続ける必要が
ある。これら設備を的確かつ機敏
見直しの余地あ
に管理しようとする際には、この
競争入札に移行（20年度契約から）
り
専門知識を有するだけではなく、
現有設備の能力・設置状況にも高
度に精通している必要がある。以
上を満たす業者は東宝ビル管理株
式会社をおいて他になく、競争を
許さないため。（会計規程第41条
第1項第1号）

随意
契約

本契約の医療ガス設備は（株）セ
ントラルユニの製品であり、同設
備の保守点検業務については、
（株）エフエスユニ大阪営業所が
その他
近畿における唯一の代理店で他の
代理店を通さずに直接行ってお
り、競争を許さないため。（会計
規程第41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

TNS Custom
Research,Inc
98 2700 Oregon
Rd.,Northwood.Ohio4
3619

（社）中央調査社
99 東京都中央区銀座616-12

100

101

ジーイー横河メディ
カルシステム（株）
大阪支店
吹田市江坂町5-7-10

ジーイー横河メディ
カルシステム（株）
大阪支店
吹田市江坂町5-7-10

公立大学法人横浜市
立大学
102
横浜市金沢区瀬戸22
番2号

2007 アメリカにおける選
国立大学法人大阪大学
好パラメータ研究を目的
経済学研究科
とするアンケート調査
平成18年12月20日
研究科長 本多 佑三
一式
豊中市待兼山町1-7

国立大学法人大阪大学
個人の選好パラメータ推
経済学研究科
平成19年1月10日
定を目的とするアンケー
研究科長 本多 佑三
ト調査 一式
豊中市待兼山町1-7

米国ＧＥ社製三次元総合
画像診断システム SIGNA
Horizon Hispeed 1.5T
１式の保守点検契約

米国ＧＥ社製三次元総合
画像診断システム SIGNA
Horizon Hispeed 1.5T
１式の保守点検契約

国立大学法人大阪大学
歯学部附属病院長雫石
平成18年4月1日
聰 大阪府吹田市山田
丘１番１号

国立大学法人大阪大学
歯学部附属病院長雫石
平成19年3月22日
聰 大阪府吹田市山田
丘１番１号

国立大学法人大阪大学
病気関連タンパク質の機 蛋白質研究所
平成18年4月3日
能及び構造解析 1式
所長 月原 冨武
吹田市山田丘3-2

国立大学法人大阪大学
兵庫県立大学
超高精度座標ﾃﾞｰﾀによる 蛋白質研究所
103 赤穂郡上郡町光都3丁
平成18年4月3日
構造生物学（Ｂ） 1式 所長 月原 冨武
目2番1号
吹田市山田丘3-2

随意
契約

前々年度から行った継続調査であ
り、同一調査によるパネルデー
ターを作成する事を目的としてお
り、また個人情報保護の観点から
その他
も同一業者で調査委託を行う方が
機密性が保持されることにより、
競争を許さないため。（会計規程
第41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

随意
契約

過去から行われている継続調査で
あり、同一調査によるパネルデー
ターを作成する必要があり、また
個人情報保護の観点からも同一業
その他
者で調査委託を行う方が機密性が
保持されることから、競争を許さ
ないため。（会計規程第41条第1
項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

随意
契約

本契約の三次元総合画像診断シス
テムは、米国GE社の製品であり、
同装置の保守点検及び修理は、
ジーイー横河メディカルシステム
株式会社が日本国内における唯一 その他
の代理店で他の代理店を通さず直
接行っており、競争を許さないた
め。（会計規程第41条第1項第1
号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

14,966,490

随意
契約

本契約の三次元総合画像診断シス
テムは、米国GE社の製品であり、
同装置の保守点検及び修理は、
ジーイー横河メディカルシステム
株式会社が日本国内における唯一 その他
の代理店で他の代理店を通さず直
接行っており、競争を許さないた
め。（会計規程第41条第1項第1
号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

14,000,000

随意
契約

独立行政法人宇宙航空研究開発機
構との受託研究契約に基づく再委
託契約であるため。（会計規程第 その他
41条第2項及び契約規則第34条第1
項第14号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

14,000,000

随意
契約

独立行政法人宇宙航空研究開発機
構との受託研究契約に基づく再委
託契約であるため。（会計規程第 その他
41条第2項及び契約規則第34条第1
項第14号）

随意契約によらざるを得ないもの

18

11,466,456

17,871,000

14,994,000

104

105

106

国立大学法人大阪大学
(株)アトックス大阪
大阪大学バイオ関連多目
蛋白質研究所
営業所
平成18年4月3日
的研究施設（仮称）建物
所長 月原 冨武
吹田市広芝町10-14太
設備保安その他業務 1式
吹田市山田丘3-2
陽生命江坂ビル内

BD FACSAriaセルソーター 国立大学法人大阪大学
ダイヤモンドリース
米国ベクトン・ディッキ 財務部吹田調達セン
（株）大阪支店
ンソン社製 2レーザー6 ター室
平成18年4月1日
大阪市中央区伏見町4
カラータイプC 1式の賃 室長 西山 正夫
丁目1番1号
貸借
吹田市山田丘1-1

（株）日本総合研究
大阪大学医学部附属病院 国立大学法人大阪大学
所
手術室における業務効率 事務局長 北見 耕一 平成18年9月29日
大阪市西区新町1丁目
化支援業務 1式
吹田市山田丘1-1
5番8号

学務情報システム 新日
新日鉄ソリューショ
国立大学法人大阪大学
鉄ソリューション（株）
107 ン（株）大分支社
事務局長 北見 耕一 平成18年11月10日
製 履修関係機能ｵﾌﾟｼｮﾝ
大分市大字西ノ洲1番
吹田市山田丘1-1
1式
地

14,679,000

15,498,000

15,750,000

14,962,500

随意
契約

吹田市古江台の大阪市所有地に立
地された（株）生物分子工学研究
所及び技術研究組合生物分子工学
研究所から、同研究所の研究施設
等を本学に寄附を受け入れたこと
により平成18年4月1日付けで設置
された大阪大学バイオ関連多目的
施設（仮称）施設の研究実験施設
の建物、電気設備、空調設備等を
常に良好な状態で維持管理するに
は、不測の事態等にも的確かつ即
時に対処できる高度な専門知識と
技術を有する技師が必要であり、
また快適な研究環境を維持し建物
等を管理する人員と清掃・警備も
その他
欠かすことができない。建物管理
等の契約に関しては、寄付受け入
れ承認後準備を進めてきたが、同
研究施設の敷地を所有する大阪市
との土地賃貸借契約等の遅れによ
り契約に関する入札等の手続きを
行えなかった。そのため、やむを
得ず本年度に関しては緊急措置と
して、以前より本研究施設建物管
理等の契約を締結し、本研究施設
の内情に精通している（株）ア
トックス大阪営業所と緊急随意契
約を行う必要があるため。（会計
規程第41条第2項及び契約規則第
34条第1項第14号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本賃貸借契約は、3年間の継続賃
貸借を想定しており、当初の平成
17年度において入札によりダイヤ
モンドリース（株）と契約を締結
したもので、以後は、使用機器の
その他
パラメータ設定を保持し、同一機
器による安定稼動を行う必要があ
るため、毎年契約を行っており、
競争を許さないため。（会計規程
第41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

随意
契約

本件におけるコンサルティング業
務は、プロポーザル方式による業
者選定により平成１６年度から契
約を行っており、これまで取り組
んできた諸問題の解決、改善の実 その他
行には他社では一貫したコンサル
ティングには成らず、競争を許さ
ないため。（会計規程第41条第1
項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約のオプションソフトは、新
日鉄ソリューション株式会社大分
支社の製品であり、同ソフトの販
売については、製造業者である同 その他
社が他の代理店を通さず直接販売
しており、競争を許さないため。
（会計規程第41条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

単価
契約
18 1,291
,500
円/月

あずさ監査法人
108 東京都新宿区津久戸
町1番2号

村中医療器（株）
109 大阪市中央区東高麗
橋4番15号

110

日本ビーコ（株）
東京都中央区築地56-10

日本光電関西（株）
111 北大阪支社
吹田市西の庄町2-17

村中医療器（株）
112 大阪市中央区東高麗
橋4番15号

日本クレア（株）
113 東京都目黒区東山一
丁目2番7号

富士ゼロックス
114 （株）官公庁支社
大阪市中央区瓦町三
丁目六番五号

監査契約

1式

ジェットウォッシャー
スイス国ベリメド社製
WD290-60 1式

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成18年7月3日
吹田市山田丘1-1

国立大学法人大阪大学
事務局長 北見 耕一 平成18年6月22日
吹田市山田丘1-1

原子間力顕微鏡システム
米国ビーコ・インスツル 国立大学法人大阪大学
メンツ社製
事務局長 北見 耕一 平成18年6月2日
NanoScopellla-MMAFME- 吹田市山田丘1-1
OU06 1式

ベッドサイドモニタ
本光電工業（株）製
BSM-2301他 1式

日 国立大学法人大阪大学
事務局長 北見 耕一 平成18年6月13日
吹田市山田丘1-1

アルファスター眼科手術 国立大学法人大阪大学
台 独国マッケ社製
事務局長 北見 耕一 平成18年10月10日
1132.17A2 1台外 1式 吹田市山田丘1-1

高圧蒸気滅菌装置
国立大学法人大阪大学
（株）三浦プロテック製 事務局長 北見 耕一 平成18年12月3日
SF-120W-S 1基外 1式 吹田市山田丘1-1

国立大学法人大阪大学
大阪大学中之島センター
総長 宮原 秀夫
平成19年3月30日
運営業務請負 1式
吹田市山田丘1-1

17,220,000

15,960,000

11,340,000

12,378,135

15,900,000

11,728,500

53,025,000

随意
契約

本契約は、国立大学法人法第35条
において準用する独立行政法人通
則法第40条の規定に基づき、文部
その他
科学大臣より監査法人を選任され
ており、競争を許さないため。
（会計規程第41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

随意
契約

本契約のジェットウォッシャー
は、スイス国ベリメド社の製品で
あり、本機器類の販売について
は、納入業者である村中医療器
（株）が日本における唯一の販売 その他
代理店で大阪府下では他の代理店
を通さず直接販売しており、競争
を許さないため。（会計規程第41
条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約の原子間力顕微鏡システム
は、米国ビーコ・インスツルメン
ツ社の製品であり、本システムの
販売については、納入業者である
日本ビーコ（株）が日本における その他
唯一の販売代理店で他の代理店を
通さず直接販売しており、競争を
許さないため。（会計規程第41条
第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約のベッドサイドモニタは、
日本光電工業（株）の製品であ
り、本機器の販売については、納
入業者である日本光電関西株式会
社北大阪支社が大阪地区における その他
唯一の販売代理店で他の代理店を
通さず直接販売しており、競争を
許さないため。（会計規程第41条
第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約のアルファスター眼科手術
台は、独国マッケ社の製品であ
り、同製品の販売については、納
入業者である村中医療器（株）が
その他
大阪府下における唯一の販売代理
店で他の代理店を通さず直接販売
しており、競争を許さないため。
（会計規程第41条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約の高圧蒸気滅菌装置外は、
（株）三浦プロテックの製品であ
り、本装置の販売については、納
入業者である日本クレア（株）が
その他
大阪府下における唯一の販売代理
店で他の代理店を通さず直接販売
しており、競争を許さないため。
（会計規程第41条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本請負は、平成17年度7月の契約
当初にプロポーザル方式により請
負相手を公募により選定したもの その他（引き続
であるが、当初の計画により本年 き企画競争・公 企画競争を実施（20年度契約から）
度までの３年間は継続することと 募を実施）
しており、競争を許さないため。
（会計規程第41条第1項第1号）

1

八洲薬品（株）
茨木市彩都あさぎ7115
7-18彩都バイオヒル
ズセンター

116

117

Applied Biosystems 3130
ジェネティックアナライ
ザ 米国アプレラコーポ
レーション アプライドバ
イオシステムズ社製
(JP3130K) 1式

国立大学法人大阪大学
財務部吹田調達セン
ター室
平成18年9月13日
室長 西山 正夫
吹田市山田丘1-1

タレスインターナ
四極管 仏国タレスエレ 国立大学法人大阪大学
ショナルジャパン
クトロンディバイス社製 事務局長 北見 耕一 平成18年6月22日
（株）
RS2042DK 1個
吹田市山田丘1-1
東京都港区赤坂4-9-9

マイサイエンス
（株）
東京都文京区本郷212-10

高純度水素重水素ガス蒸
国立大学法人大阪大学
留精製装置 仏国Ｏｒｓ
事務局長 北見 耕一 平成18年8月31日
ａｙ研究所核物理施設製
吹田市山田丘1-1
1式

（株）ナックイメー
ジテクノロジー
118
大阪府大阪市北区豊
崎3-2-1

運動計測装置 米国
MotionAnalysis社製
国立大学法人大阪大学
MAC3DSystemHawk Digital
事務局長 北見 耕一 平成18年9月13日
RealTime System（カメラ
吹田市山田丘1-1
4Chベーシックシステム）
1式

（株）キーエンス
119 大阪府大阪市東淀川
区東中島1-3-14

３Ｄリアルサーフェス
ビュー顕微鏡（搬入設置 国立大学法人大阪大学
調整費込） （株）キー 事務局長 北見 耕一 平成18年10月6日
エンス製 VE-9800SP2224 吹田市山田丘1-1
1式

（有）フェニックス
テクノ
120
大阪府富田林市中野
町東1-7-16

高圧回転結晶成長装置
国立大学法人大阪大学
（有）フェニックステク 事務局長 北見 耕一 平成18年10月17日
ノ製 FT-01 1台
吹田市山田丘1-1

14,038,500

12,600,000

11,235,000

10,800,000

12,600,000

14,962,500

随意
契約

本契約は一般競争を実施したが､
予定価格の制限に達せず､落札者
が無かったため。（会計規程第41 その他
条第2項及び契約規則第34条第1項
第11号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約の四極管は、仏国タレスエ
レクトロンディバイス社の製品で
あり、同装置の販売については、
納入業者であるタレスインターナ
ショナルジャパン（株）が日本に その他
おける唯一の販売代理店で他の代
理店を通さず直接販売しており、
競争を許さないため。（会計規程
第41条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約の四極管は、仏国Ｏｒｓａ
ｙ研究所核物理施設製の製品であ
り、同装置の販売については、納
入業者であるマイサイエンス
（株）が日本における唯一の販売 その他
代理店で他の代理店を通さず直接
販売しており、競争を許さないた
め。（会計規程第41条第1項第1
号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約の運動計測装置
MAC3DSystemHawk Digital
RealTime System（カメラ4Chベー
シックシステム）は、米国
MotionAnalysis社の製品であり、
同装置の販売については、納入業
その他
者である（株）ナックイメージテ
クノロジーが日本における唯一の
販売代理店で他の代理店を通さず
直接販売しており、競争を許さな
いため。（会計規程第41条第1項
第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約の３Ｄリアルサーフェス
ビュー顕微鏡（搬入設置調整費
込）は、（株）キーエンスの製品
であり、同装置の販売について
その他
は、製造業者である同社が他の代
理店を通さず直接販売しており、
競争を許さないため。（会計規程
第41条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約の高圧回転結晶成長装置
は、（有）フェニックステクノの
製品であり、同装置の販売につい
ては、製造業者である同社が他の その他
代理店を通さず直接販売してお
り、競争を許さないため。（会計
規程第41条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

（株）コンカレント
システムズ
121
大阪府大阪市西区江
戸堀1-19-10

クラスタエレメント
国立大学法人大阪大学
（株）コンカレントシス
事務局長 北見 耕一 平成18年11月17日
テムズ製 Tsumuji3RI吹田市山田丘1-1
XcW(30)L-41 1式

駿河精機（株）
122 静岡県静岡市清水区
七ツ新屋549-1

光アドレッサ測定用精密 国立大学法人大阪大学
光学系 駿河精機（株） 事務局長 北見 耕一 平成18年11月29日
製 USO834 1式
吹田市山田丘1-1

（株）リガク大阪支
店
123
大阪府高槻市赤大路
町14-8

Ｘ線回折装置 （株）リ 国立大学法人大阪大学
ガク製 UltraX6事務局長 北見 耕一 平成18年12月26日
F/TCA20SBN 1式
吹田市山田丘1-1

（株）ココロ
124 東京都羽村市神明台
4-9-1

「人体筋肉シミュレー
国立大学法人大阪大学
ター」マッスルシム
事務局長 北見 耕一 平成18年12月27日
（株）ココロ製 Arm1-R
吹田市山田丘1-1
1式

アイウェーヴ（株）
125 東京都台東区東上野
2-21-13

日本電子（株）大阪
支店
126
大阪市淀川区西中島
5-14-5

（株）アークテック
127 千葉市美浜区中瀬19-1

Optical sampling
国立大学法人大阪大学
oscilloscope スウェー
事務局長 北見 耕一 平成18年12月28日
デン国PicoSolve社製 1
吹田市山田丘1-1
式

薄膜試料作製装置 日本 国立大学法人大阪大学
電子（株）製 EM事務局長 北見 耕一 平成18年9月28日
09100IS 1台
吹田市山田丘1-1

マイクロフォーカスX線検 国立大学法人大阪大学
査装置 英国デイジ社製 事務局長 北見 耕一 平成18年9月25日
XiDAT XD7500 1式
吹田市山田丘1-1

10,395,000

15,498,000

15,834,000

12,999,000

13,072,500

11,999,400

14,990,000

随意
契約

本契約のクラスタエレメントは、
（株）コンカレントシステムズの
製品であり、同装置の販売につい
ては、製造業者である同社が他の その他
代理店を通さず直接販売してお
り、競争を許さないため。（会計
規程第41条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約の光アドレッサ測定用精密
光学系は、駿河精機（株）の製品
であり、同装置の販売について
は、製造業者である同社が他の代 その他
理店を通さず直接販売しており、
競争を許さないため。（会計規程
第41条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約のＸ線回折装置は、（株）
リガクの製品であり、同装置の販
売については、製造業者である同
その他
社が他の代理店を通さず直接販売
しており、競争を許さないため。
（会計規程第41条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約の「人体筋肉シミュレー
タ」マッスルシムは、（株）ココ
ロの製品であり、同装置の販売に
ついては、製造業者である同社が その他
他の代理店を通さず直接販売して
おり、競争を許さないため。（会
計規程第41条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約のOptical sampling
oscilloscopeは、スウェーデン国
PicoSolve社の製品であり、同装
置の販売については、納入業者で
あるアイウェーヴ（株）が日本に その他
おける唯一の販売代理店で他の代
理店を通さず直接販売しており、
競争を許さないため。（会計規程
第41条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約の薄膜試料作製装置は、日
本電子（株）の製品であり、同装
置の販売については、製造業者で
ある同社が他の代理店を通さずに その他
直接販売しており、競争を許さな
いため。（会計規程第41条第1項
第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約のマイクロフォーカスX線
検査装置は、英国デイジ社の製品
であり、本装置の販売について
は、納入業者である（株）アーク
テックが日本における唯一の販売 その他
代理店で他の代理店を通さず直接
販売しており、競争を許さないた
め。（会計規程第41条第1項第1
号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

武蔵エンジニアリン
グ（株）
128
東京都三鷹市下連雀
8-7-4

バッジ式塗布装置 武蔵 国立大学法人大阪大学
エンジニアリング（株） 事務局長 北見 耕一 平成18年9月26日
製 FAD630型 1式
吹田市山田丘1-1

（株）アークテック
129 千葉市美浜区中瀬19-1

国立大学法人大阪大学
X線高分解能アタッチメン
事務局長 北見 耕一 平成18年11月17日
ト 英国デイジ社製 1式
吹田市山田丘1-1

白井松器械（株）
130 大阪市中央区森ノ宮
中央1-19-16

ゼータ電位・粒径測定シ 国立大学法人大阪大学
ステム 大塚電子（株） 事務局長 北見 耕一 平成18年11月9日
製 ELS-Z2 1式
吹田市山田丘1-1

三ツワ理化学工業
（株）
大阪市北区天満橋36-24

Xeフラッシュアナライ
国立大学法人大阪大学
ザー 独国ネッチゲレイ
事務局長 北見 耕一 平成18年11月17日
テバウ社製 LFA447/2吹田市山田丘1-1
4/InSb/SA 1式

日本電子（株）大阪
支店
132
大阪市淀川区西中島
5-14-5

電子線描画システム
本電子（株）製
JSM6390SPG 1式

国立大学法人大阪大学
日 財務部吹田調達セン
ター室
平成18年12月18日
室長 西山 正夫
吹田市山田丘1-1

ヤマト科学（株）関
西支店
133
大阪市淀川区西中島
5-3-10

超音波映像装置 日立建 国立大学法人大阪大学
機ファインテック（株） 事務局長 北見 耕一 平成19年2月2日
製 1式
吹田市山田丘1-1

（株）リガク大阪支
134 店
高槻市赤大路町14-8

国立大学法人大阪大学
凍結蛋白質結晶装着装置 財務部吹田調達セン
（株）リガク製 Free
ター室
平成18年10月11日
Mounting System/G 1式 室長 西山 正夫
吹田市山田丘1-1

131

13,180,860

10,500,000

10,647,000

10,845,450

13,776,000

14,910,000

29,904,000

随意
契約

本契約のバッジ式塗布装置は、武
蔵エンジニアリング（株）の製品
であり、同装置の販売について
は、製造業者である同社が他の代 その他
理店を通さずに直接販売してお
り、競争を許さないため。（会計
規程第41条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約のX線高分解能アタッチメ
ントは、英国デイジ社の製品であ
り、本装置の販売については、納
入業者である（株）アークテック
その他
が日本における唯一の販売代理店
で他の代理店を通さず直接販売し
ており、競争を許さないため。
（会計規程第41条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約のゼータ電位・粒径測定ｼｽ
ﾃﾑは、製造業者である大塚電子
（株）から白井松器械（株）を通
その他
じての販売のみであり、競争を許
さないため。（会計規程第41条第
1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約のXeフラッシュアナライ
ザーは、独国ネッチゲレイテバウ
社の製品であり、本装置の販売に
ついては、日本における唯一の総
輸入代理店であるブルカー・エイ その他
エックスエス（株）から三ツワ理
化学工業（株）を通じての販売の
みであり、競争を許さないため。
（会計規程第41条第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約の電子線描画システムは、
日本電子（株）の製品であり、同
装置の販売については、製造業者
である同社が他の代理店を通さず その他
に直接販売しており、競争を許さ
ないため。（会計規程第41条第1
項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約の超音波映像装置は、製造
業者である日立建機ファインテッ
ク（株）からヤマト科学（株）を
その他
通じての販売のみであり、競争を
許さないため。（会計規程第41条
第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約の凍結蛋白質結晶装着装置
は、（株）リガクの製品であり、
同装置の販売については、製造業
者である同社が他の代理店を通さ その他
ずに直接販売しており、競争を許
さないため。（会計規程第41条第
1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの
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（株）ラボ東京営業
所
東京都文京区本郷342-5

日本電子（株）大阪
支店
136
大阪市淀川区西中島
5-14-5

137

日本電子（株）大阪
支店
大阪市淀川区西中島
5-14-5

Phoenix蛋白質結晶化用分
国立大学法人大阪大学
注システム 米国Art
事務局長 北見 耕一 平成18年12月26日
Robbins Instruments社製
吹田市山田丘1-1
PH2011-XL 1式

700MHzベスペル 4mmHCNバ
国立大学法人大阪大学
ランプローブ 日本電子
事務局長 北見 耕一 平成19年2月2日
㈱製 NM-Z06101TCSH 1
吹田市山田丘1-1
式

国立大学法人大阪大学
平成19年度大阪大学入学
事務局長 北見 耕一 平成19年1月5日
試験資料作成処理等業務
吹田市山田丘1-1

東宝ビル管理（株） 大阪大学微生物病研究所 国立大学法人大阪大学
138 大阪市北区梅田1丁目 他構内電気設備その他保 総長 宮原 秀夫
平成18年4月1日
3番1-700号
守管理
吹田市山田丘1-1

11,550,000

15,963,150

14,017,500

92,687,334

随意
契約

本契約のPhoenix蛋白質結晶化用
分注ｼｽﾃﾑは、米国Art Robbins
Instruments社の製品であり、本
装置の販売については、納入業者
である（株）ラボが日本における その他
唯一の販売代理店で他の代理店を
通さず直接販売しており、競争を
許さないため。（会計規程第41条
第1項第1号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

本契約の700MHzベスペル 4mmHCN
バランプローブは、日本電子
（株）の製品であり、同装置の販
売については、製造業者である同
その他
社が他の代理店を通さずに直接販
売しており、競争を許さないた
め。（会計規程第41条第1項第1
号）

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

随意
契約

入学試験に関する資料作成等の作
業は、短期間に正確かつ迅速に処
理する必要があるため、優れた大
型計算機システムを所持し、有能
な専門技術者等を配置しており、
機密保持においても信頼のおける その他
ことが業者選定の条件であるが、
日本電子計算株式会社大阪支社が
その条件を満たす唯一の業者であ
り競争を許さないため。（会計規
程第41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

随意
契約

本学の微生物病研究所、産業科学
研究所、接合科学研究所、レー
ザーエネルギー学研究センター、
大学院生命機能研究科及びサイ
バーメディアセンターにおいて
は、施工後相当年数を経過してい
るものも多く、複雑多岐に渡る建
物及び諸設備の状況を的確に把握
し、不測の事故に迅速に対処でき
る保守管理体制が、公共性の高い
大学施設の管理として求められて 見直しの余地有
競争入札に移行（20年度契約から）
いる。そのためには、本学の建物 り
及び諸設備は教育・研究用施設で
あるため一般的な施設とは異なり
特殊なものであることから、保守
管理には相当な経験・知識を必要
とする。このような諸条件を満た
すのは、以前から各建物の同業種
に携わってきた東宝ビル管理
（株）しかおらず、よって、競争
を許さないため。（会計規程第41
条第1項第1号）

15

139

コスモ建物管理
（株）

大阪大学歯学部及び歯学 国立大学法人大阪大学
部附属病院設備運転管理 総長 宮原 秀夫
平成18年4月1日
業務
吹田市山田丘1-1

19,278,000

随意
契約

本設備運転管理業務は、教育・研
究・診療を行う、複雑多岐に渡る
建物・諸設備の運転管理業務であ
り、特に病院では医療ガス設備、
自家発電設備等は、いつでも不測
の事態に対処できる体制づくりを
するとともに、設備管理を万全に
行う必要がある。このような本学
歯学部及び同附属病院設備等の環 見直しの余地有
競争入札に移行（20年度契約から）
境衛生管理及び特殊事情に対して り
の経験・知識があり、不測な事態
に対して迅速な対応を行うことが
できる諸条件を満たすのは、以前
から同建物の同業種に携わってき
たコスモ建物管理（株）しかおら
ず、よって、競争を許さないた
め。（会計規程第41条第1項第1
号）

大阪ガス（株）
140 大阪市中央区平野町
4-1-2

吹田地区ガス料4月分

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成18年5月10日
吹田市山田丘1-1

20,713,432

随意
契約

大阪府においてガスの提供が可能
な業者は大阪ガス（株）のみであ
その他
り、競争を許さないため。（会計
規程41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価
契約
53.07
円/m3

大阪ガス（株）
141 大阪市中央区平野町
4-1-2

吹田地区ガス料5月分

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成18年6月7日
吹田市山田丘1-1

24,000,389

随意
契約

大阪府においてガスの提供が可能
な業者は大阪ガス（株）のみであ
その他
り、競争を許さないため。（会計
規程41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価
契約
53.07
円/m3

吹田地区ガス料6月分

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成18年7月6日
吹田市山田丘1-1

35,435,998

随意
契約

大阪府においてガスの提供が可能
な業者は大阪ガス（株）のみであ
その他
り、競争を許さないため。（会計
規程41条第1項第1号）

8

単価
契約
53.07
円/m3
外

吹田地区ガス料7月分

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成18年8月4日
吹田市山田丘1-1

48,600,040

随意
契約

大阪府においてガスの提供が可能
な業者は大阪ガス（株）のみであ
その他
り、競争を許さないため。（会計
規程41条第1項第1号）

8

単価
契約
53.07
円/m3
外

吹田地区ガス料8月分

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成18年9月5日
吹田市山田丘1-1

55,022,055

随意
契約

大阪府においてガスの提供が可能
な業者は大阪ガス（株）のみであ
その他
り、競争を許さないため。（会計
規程41条第1項第1号）

8

単価
契約
53.07
円/m3
外

大阪ガス（株）
145 大阪市中央区平野町
4-1-2

吹田地区ガス料9月分

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成18年10月5日
吹田市山田丘1-1

38,883,360

随意
契約

大阪府においてガスの提供が可能
な業者は大阪ガス（株）のみであ
その他
り、競争を許さないため。（会計
規程41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価
契約
53.07
円/m3
外

大阪ガス（株）
146 大阪市中央区平野町
4-1-2

吹田地区ガス料10月分

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成18年11月7日
吹田市山田丘1-1

26,847,958

随意
契約

大阪府においてガスの提供が可能
な業者は大阪ガス（株）のみであ
その他
り、競争を許さないため。（会計
規程41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価
契約
53.07
円/m3
外

大阪ガス（株）
147 大阪市中央区平野町
4-1-2

吹田地区ガス料11月分

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成18年12月5日
吹田市山田丘1-1

21,686,206

随意
契約

大阪府においてガスの提供が可能
な業者は大阪ガス（株）のみであ
その他
り、競争を許さないため。（会計
規程41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価
契約
53.07
円/m3
外

大阪ガス（株）
142 大阪市中央区平野町
4-1-2

大阪ガス（株）
143 大阪市中央区平野町
4-1-2

大阪ガス（株）
144 大阪市中央区平野町
4-1-2

随意契約によらざるを得ないもの

随意契約によらざるを得ないもの

随意契約によらざるを得ないもの

大阪ガス（株）
148 大阪市中央区平野町
4-1-2

大阪ガス（株）
149 大阪市中央区平野町
4-1-2

大阪ガス（株）
150 大阪市中央区平野町
4-1-2

大阪ガス（株）
151 大阪市中央区平野町
4-1-2

152

153

154

155

156

吹田地区ガス料12月分

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成19年1月10日
吹田市山田丘1-1

吹田地区ガス料1月分

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成19年2月7日
吹田市山田丘1-1

吹田地区ガス料2月分

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成19年3月6日
吹田市山田丘1-1

吹田地区ガス料3月分

国立大学法人大阪大学
総長 宮原 秀夫
平成19年3月31日
吹田市山田丘1-1

吹田市水道部
吹田市南吹田3-3-60

国立大学法人大阪大学
吹田地区水道料4・5月分 総長 宮原 秀夫
平成18年5月19日
吹田市山田丘1-1

吹田市水道部
吹田市南吹田3-3-60

国立大学法人大阪大学
吹田地区水道料6・7月分 総長 宮原 秀夫
平成18年7月20日
吹田市山田丘1-1

吹田市水道部
吹田市南吹田3-3-60

国立大学法人大阪大学
吹田地区水道料8・9月分 総長 宮原 秀夫
平成18年9月21日
吹田市山田丘1-1

吹田市水道部
吹田市南吹田3-3-60

国立大学法人大阪大学
吹田地区水道料10・11月
総長 宮原 秀夫
平成18年11月27日
分
吹田市山田丘1-1

吹田市水道部
吹田市南吹田3-3-60

国立大学法人大阪大学
吹田地区水道料12・1月分 総長 宮原 秀夫
平成19年1月19日
吹田市山田丘1-1

27,663,200

随意
契約

大阪府においてガスの提供が可能
な業者は大阪ガス（株）のみであ
その他
り、競争を許さないため。（会計
規程41条第1項第1号）

37,963,364

随意
契約

大阪府においてガスの提供が可能
な業者は大阪ガス（株）のみであ
その他
り、競争を許さないため。（会計
規程41条第1項第1号）

30,731,976

随意
契約

大阪府においてガスの提供が可能
な業者は大阪ガス（株）のみであ
その他
り、競争を許さないため。（会計
規程41条第1項第1号）

31,569,955

随意
契約

大阪府においてガスの提供が可能
な業者は大阪ガス（株）のみであ
その他
り、競争を許さないため。（会計
規程41条第1項第1号）

随意
契約

大阪大学吹田地区にて水を供給し
ているのが、吹田市水道部のみで
その他
あり、競争を許さないため。（会
計規程第41条第1項第1号）

随意
契約

大阪大学吹田地区にて水を供給し
ているのが、吹田市水道部のみで
その他
あり、競争を許さないため。（会
計規程第41条第1項第1号）

随意
契約

大阪大学吹田地区にて水を供給し
ているのが、吹田市水道部のみで
その他
あり、競争を許さないため。（会
計規程第41条第1項第1号）

随意
契約

大阪大学吹田地区にて水を供給し
ているのが、吹田市水道部のみで
その他
あり、競争を許さないため。（会
計規程第41条第1項第1号）

随意
契約

大阪大学吹田地区にて水を供給し
ているのが、吹田市水道部のみで
その他
あり、競争を許さないため。（会
計規程第41条第1項第1号）

55,108,752

62,023,883

68,673,546

67,745,475

63,634,473

随意契約によらざるを得ないもの

随意契約によらざるを得ないもの

随意契約によらざるを得ないもの

随意契約によらざるを得ないもの

随意契約によらざるを得ないもの

随意契約によらざるを得ないもの

随意契約によらざるを得ないもの

随意契約によらざるを得ないもの

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価
契約
53.07
円/m3
外

8

単価
契約
53.07
円/m3
外

8

単価
契約
53.07
円/m3
外

8

単価
契約
53.07
円/m3
外

8

単価
契約
上水
367.5
円/m3
外

8

単価
契約
上水
367.5
円/m3
外

8

単価
契約
上水
367.5
円/m3
外

8

単価
契約
上水
367.5
円/m3
外

8

単価
契約
上水
367.5
円/m3
外
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合計

吹田市水道部
吹田市南吹田3-3-60

国立大学法人大阪大学
吹田地区水道料2・3月分 総長 宮原 秀夫
平成19年3月19日
吹田市山田丘1-1

58,832,527

随意
契約

大阪大学吹田地区にて水を供給し
ているのが、吹田市水道部のみで
その他
あり、競争を許さないため。（会
計規程第41条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

8

4,924,930,249

（注１）本表は、平成18年度に締結した支出原因契約であって随意契約（各国立大学法人の定める少額随契限度額以下のものを除く）のうち、「同一所管公益法人等」（「特殊法人等」、「独立行政法人等」、「当該独立行政
法人の主務省と同一の所管に属する公益法人」及び「再就職者がいる民間法人」をいう。）以外の者（その他の公益法人、民間法人等）との契約を記載する。
なお、特殊法人等とは、特殊法人又は認可法人を指し、独立行政法人等とは、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法（平成15年法律第112号）第２条第
１項及び第３項に規定する法人を指す。「公益法人等」には、医療法人、学校法人、社会福祉法人、特定非営利法人、中間法人、協同組合は含まない。
（注２）「類型区分」欄には、「講ずる措置」欄において「（競争性のない）随意契約によらざるを得ないもの」としたものについて、別添の「随意契約事由別
該当しない場合には以下のいずれかに区分の上、該当番号を記載する。
・緊急の必要により競争に付することができない場合「13」
・競争に付することが不利と認められる場合「14」
・秘密の保持が必要とされている場合「15」
・競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がない場合「16」
・特例政令に相当する規定に該当する場合「17」
・その他、1から17並びに19の類型区分に分類できないものについては「18」
・見直し後においても、なお、包括条項（バスケットクローズ）に該当する契約とする場合については「19」

類型早見表」の類型区分(１～12)に該当する場合はその番号、

単価
契約
上水
367.5
3
円/m
外

随意契約事由別

随

意

契

約

類型早見表

事

由

類型
区分

≪競争性のない随意契約によらざるを得ない場合≫
イ 契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの
(ｲ)法令の規定により契約の相手方が一に定められているもの

1

(ﾛ)条約等の国際的取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの

2

(ﾊ)閣議決定による国家的プロジェクトにおいて、当該閣議決定により、その実施者が明示されているもの

3

(ﾆ)地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの

4

ロ 当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であることから場所が限定され、供給者が一に特定される賃貸借契約(当該契約に付随する契約を含む。)

5

ハ 官報、法律案、予算書又は決算書の印刷等

6

ニ その他
(ｲ)防衛装備品であって、かつ、日本企業が外国政府及び製造元である外国企業からライセンス生産を認められている場合における当該防衛装備品及び役務の調達等

7

(ﾛ)電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提供を受けるもの(提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。)

8

(ﾊ)郵便に関する料金(信書に係るものであって料金を後納するもの。）

9

(ﾆ)再販売価格が維持されている場合及び供給元が一の場合における出版元等からの書籍の購入

10

(ﾎ)美術館等における美術品及び工芸品等の購入

11

(ﾍ)行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの

12

（注）本表は、随意契約によらざるを得ない場合について、国の取扱いに準じて一覧性を持たせるために類型化したものである。

