
【別紙２】

物品等又は役務の名
称及び数量

契約担当者の
役職，氏名
及び所在地

契約締結日
契約の相手方商号又は

名称及び住所

随意契約によることとし
た会計法令の根拠条文及
び理由
（理由は具体的に記載す
ること。）

契約金額
予定
価格

落札
率

再就
職の
役員
数

備考

監査契約

徳島大学常三
島事務部長
高原　哲也
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和4年7月29日
有限責任あずさ監査法人
東京都新宿区津久戸町1
番2号

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、文部科学大臣より
選任されているため、同法
人と随意契約を締結する。
（国立大学法人徳島大学会
計規則第21条第1号）

12,045,000 - - - -

徳島大学バイオデザ
イン人材育成プログラ
ム

徳島大学常三
島事務部会計
課長事務代理
高原　哲也
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和4年7月14日

一般社団法人日本バイ
オデザイン学会
東京都千代田区麹町２－
１０－２プレミアムオフィス
麹町２０１

２０１９年度に，ポストLED
フォトニクス研究所医光融
合研究部門において，社会
実装を見据えたデザイン思
考に基づく人材育成プログ
ラムの実施にあたり，日本
で唯一バイオデザインプロ
グラムを提供できる（一社）
日本バイオデザイン学会と
契約を締結し、同プログラム
を実施した。２０２１年度にも
契約を行いバイオデザイン
人材育成プログラムのさら
なる発展的な取り組みを進
めた。今年度も昨年度と同
様に発展的な取り組みを進
めるには，事業の一貫性が
不可欠である。よって，（一
社）日本バイオデザイン学
会以外では提供不可である
ことから、同社と随意契約を
締結することとした。（国立
大学法人徳島大学会計規
則第21条1号）

5,000,000 - - - -

財務会計システム保
守

徳島大学常三
島事務部長
高原　哲也
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和4年6月27日
株式会社ニッセイコム
大阪市北区中之島３丁目
２番４号

次期財務会計システムの契
約解除に伴い令和4年4月
以降も継続的に現財務会計
システム（「以下、本システ
ム」）を使用する必要となっ
た。現在、本システムは
（株）ニッセイコムと保守契
約を締結しているが、本来、
次期財務会計システムの稼
働開始予定が令和4年4月
であったため、令和3年度決
算業務が終了する令和4年
6月末までしか契約が出来
ていない。
次期財務会計システムの稼
働が開始される令和5年7月
1日までの間、引き続き本シ
ステムを安定稼働させるに
は保守契約を継続すること
が不可欠であり、かつ、本
システムの開発、導入、保
守を行っている (株)ニッセイ
コムでなければ保守は不可
能である。（国立大学法人
徳島大学会計規則第２１条
第１号）

11,055,000 - - - -

随　意　契　約　一　覧　表
（予定価格及び落札率の欄の「－」は，他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しないもの。）
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薬品管理支援システ
ム更新

徳島大学常三
島事務部会計
課長
秦　充弘
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和4年6月24日

株式会社阿波化成
徳島市川内町平石流通
団地７６

　薬品管理支援システム
は，工学部で平成18年8月
に導入したシステム（IASO
R5）であり，平成27年3月に
バージョンアップ（IASO R6）
を行い，現在においても利
用をしているシステムであ
る。
　この度，適正な毒物劇物
管理を行うために，本システ
ムについて全ての部局等へ
拡大し，令和4年10月運用
開始予定で全学的に使用
することが決定された。
　それに伴い，現行システ
ム（IASO R6）を最新バー
ジョン（IASO R7）へ更新し，
ライセンス数を10ライセンス
から30ライセンスを増やすこ
とが必要となった。
　本契約は，現行システム
のライセンス更新であるた
め，導入時の契約相手先で
ある株式会社阿波化成以
外の代理店を介して更新す
ることはできない。（国立大
学法人徳島大学会計規則
第２１条第１号）

5,910,000 - - - -

パルス方式キセノン
紫外線（UV）照射ロ
ボット保守

徳島大学病院
事務部長（事務
取扱）
香美　祥二
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和4年6月17日

株式会社よんやく徳島営
業部
板野郡北島町鯛浜字中
須4番地2

本装置の保守に関しては、
本装置に精通し、一時障害
対応の体制を整えているこ
とが必須であり、本装置の
納入業者である株式会社よ
んやく徳島営業部以外では
対応が不可能であることか
ら、同社と随意契約を締結
することとした。（国立大学
法人徳島大学会計規則第
21条第1号）

11,149,600 - - - -

出入管理システム

徳島大学病院
経理調達課長
垣添　裕之
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和4年5月31日
セコム株式会社
東京都渋谷区神宮前一
丁目5番1号

本システムは、セコム株式
会社が直接販売を行ってお
り、他に取扱可能な代理店
等がないため、同社と随意
契約を締結することとした。
（国立大学法人徳島大学会
計規則第21条第1号）

7,951,460 - - - -

ナースコールシステム
保守

徳島大学病院
経理調達課長
垣添　裕之
徳島市蔵本町2
丁目50番地の1

令和4年5月31日
株式会社ケアコム
東京都調布市多摩川3丁
目35番地4

本件は、機器の販売元であ
る株式会社ケアコムが直接
保守業務を行っており、他
に履行可能な代理店等がな
いため、同社と随意契約を
締結することとした。（国立
大学法人徳島大学会計規
則第21条第1号）

7,682,400 - - - -

HDX-MSによるエピ
トープ決定に関する業
務請負

徳島大学蔵本
事務部会計課
長
田村　昌己
徳島市蔵本町3
丁目18番地の
15

令和4年5月27日
株式会社ユー・メディコ
大阪市北区中之島3丁目
1-8　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ2階

本業務は，過去に(株)ﾕｰ･ﾒ
ﾃﾞｨｺに発注・完了済みの業
務結果に基づいて実施する
もので，実施業務の経過や
結果データを用いて実施す
る必要があり，業務の継続
性が不可欠である。本業務
を実施する際にデータ移行
は困難であり，また，同社の
ノウハウと高い実績が必要
であるため，同社と随意契
約を行った。（徳島大学会計
規則第21条第1号）

6,171,000 - - - -
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財務会計システム
「GrowOne財務会計
Ver.2」のDBサーバ構
築及びデータ移設作
業

徳島大学常三
島事務部長
高原　哲也
徳島市南常三
島町2丁目1番
地

令和4年5月27日
株式会社ニッセイコム
大阪市北区中之島３丁目
２番４号

次期財務会計システムの契
約解除に伴い令和4年4月
以降も継続的に現財務会計
システム（「以下、本システ
ム」）を使用する必要となっ
た。しかしながら本システム
の関連機器は導入から既に
6年目を迎えておりサー
バーの継続利用は非常に
危機的状況である。老朽化
に伴うシステム障害等のお
それを回避し、本システムを
本学情報センター内にある
仮想サーバ上で引き続き稼
働できるよう、構築を含めた
DBサーバの更新及びデー
タを移設するものであり、安
定稼働するように作業を行
うことは、本システムの開
発、導入、保守を行っている
(株)ニッセイコム以外では不
可能である。
以上のことから随意契約を
締結することとした。（国立
大学法人徳島大学会計規
則第２１条第１号）

14,651,230 - - - -

フローサイトメーター
修理

徳島大学蔵本
事務部会計課
長
田村　昌己
徳島市蔵本町
３丁目１８番地
の１５

令和4年4月13日
株式会社化研テクノ
徳島市東沖洲2丁目27番
地1

本装置を一般競争(平成23
年12月6日納入)により同社
(旧社名・四国八洲薬品(株))
から購入しており，本契約
は同装置の修理であるた
め，継続的に点検，整備業
務に従事している同社と随
意契約を行った。（徳島大学
会計規則第21条第1号）

6,057,700 - - - -
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