
案件№ 契約担当課 契約名称 契約内容 着手日 完了日 契約の相手方 契約金額 随意契約理由

247
クリーン
センター

粗大ごみ処理施設補修
工事

　機械器具設置工事
破砕機ハンマー等取替工　　　　　　一式
破砕機ボディーライナ等取替工　　　一式
排出口カバ－ライナ－等取替工  　　一式
可燃物搬出コンベヤベルト等取替工　一式
供給コンベヤアンダ－ガ－ド取替工　一式

R2.10.31 R3.3.9
極東開発工業
（株）

12,540,000円

　本工事は、特殊な構造の設備機器の補修工
事であり、その施工には、当該施設の構造を
熟知するとともに、補修する設備機器の調
整、取扱い等に精通し、その特殊構造にも対
応できる技術が必要となる。
　このため、当該施設を建設したプラント業
者であり、その特殊構造にも対応した施工が
唯一可能な記載の業者を地方自治法施行令第
１６７条の２（随意契約）第１項第２号の規
定に該当するものとして選定。

248
クリーン
センター

破砕施設設備機器類消
耗部品購入

　破砕施設設備機器類の消耗部品を購入す
るもの
　破砕機用部品　一式
　（ハンマーヘッド、ハンマーアーム、
　　ハンマーペグ等）

R2.10.31 R3.1.28
極東開発工業
（株）

9,790,000円

　この事業で購入する破砕施設設備機器類の
消耗部品は、その材質及び形状に特殊性があ
り、製造業者しか納入できないため、当該機
器類の製造業者である記載の業者を地方自治
法施行令第１６７条の２（随意契約）第１項
第２号の規定に該当するものとして選定。

251
防災交通
課

半田市コミュニティバ
ス地区路線Ａ運行業務
委託

　地区路線バスＡ３線の運行を委託するも
の
※亀崎・有脇線、半田中央線、青山・成岩
線

R2.10.1 R3.3.31 知多乗合（株） 30,693,000円

　本事業は、運賃設定やダイヤ設定、乗り継
ぎ等の面から基幹路線バス（半田北部線、半
田・常滑線）との連携、連動が必須であり、
また、乗客の積み残しへの増発対応や車両の
故障、交通事故等へのアクシデントへの迅速
な対応が求められる。
　このため、既存バス路線の運営事業者であ
るとともに、市内にバス及び運転手の待機整
備所を唯一保有し、本事業を実施可能な記載
の業者を地方自治法施行令第１６７条の２
（随意契約）第１項第２号の規定に該当する
ものとして選定。

253 市民課
デジタル手続法に係る
住民基本台帳システム
改修業務委託

　デジタル手続法の施行に伴い、国外転出
者によるマイナンバーカード等の利用の実
現のために必要となる機能の整備を図るた
め、既存住民基本台帳システムを改修する
もの

R2.10.31 R3.3.31
西日本電信電話
（株） 名古屋支
店

5,885,000円

　本事業は、現在運用中の住民基本台帳シス
テムを改修するものであるため、第３次半田
市情報システム最適化事業の契約相手先であ
り、本業務を唯一実施可能な記載の業者を地
方自治法施行令第１６７条の２（随意契約）
第１項第２号の規定に該当するものとして選
定。

254 市民課
デジタル手続法に係る
戸籍附票システム改修
業務委託

　デジタル手続法の施行に伴い、国外転出
者によるマイナンバーカード等の利用の実
現のために必要となる機能の整備を図るた
め、既存戸籍附票システムを改修するもの

R2.10.31 R3.3.31

富士ゼロックスシ
ステムサービス
（株） 公共事業
本部　中部支店

4,928,000円

　本事業は、現在運用中の戸籍附票システム
を改修するものであるため、当該システムの
開発業者としてシステム全般に精通し、本事
業を唯一実施可能な記載の業者を地方自治法
施行令第１６７条の２（随意契約）第１項第
２号の規定に該当するものとして選定。

256 市民課

戸籍法の一部改正に係
る戸籍副本データ管理
システム対応連携構築
業務委託

　戸籍法の一部改正に伴い、法務省より提
示の「戸籍副本データ管理システムに係る
戸籍情報システム要件定義書」及び「情報
提供用個人識別符号の取得に係る戸籍情報
システム要件定義書」に適応するための機
能の整備を図るため、既存戸籍システムを
改修するもの

R2.11.3 R3.3.31

富士ゼロックスシ
ステムサービス
（株） 公共事業
本部　中部支店

1,496,000円

　本事業は、現在運用中の戸籍システムを改
修するものであるため、当該システムの開発
業者としてシステム全般に精通し、本事業を
唯一実施可能な記載の業者を地方自治法施行
令第１６７条の２（随意契約）第１項第２号
の規定に該当するものとして選定。

257
医療情報
管理室

AI問診サービス利用

AI問診サービス導入に伴い、クラウド上で
提供されるAI問診サービスと総合医療情報
システムを連携させるために必要となる既
存ネットワークの整備を実施するもの

R2.11.2 R3.3.31 Ｕｂｉｅ（株） 1,675,643円

本事業は、AIを用いた高度な技術が必要であ
り、AI問診サービスを唯一提供している記載
の業者を地方自治法施行令第167条の2（随意
契約）第1項第2号の規定に該当するものとし
て選定。

261
防災交通
課

雁宿中継局発電機更新
工事

　電気工事
雁宿中継局発電機更新工事　一式

R2.11.20 R3.3.19
（株）カナデン
中部支店

4,180,000円

　無線と連動する当該設備には特殊性があ
り、設備更新を行うには、専門の知識と技術
を要するため、無線システム構築業者である
記載の業者を地方自治法施行令第１６７条の
２（随意契約）第１項第２号の規定に該当す
るものとして選定。

264
放射線技
術科

８番撮影室ＣＴ装置再
借上に係る長期継続事
業

　令和２年１１月末で借上期間が満了する
ことに伴い、まだ使用可能な機器を再度借
り上げるもの
　対象機器
　　ＣＴ装置（保守込み）

R2.12.1 R3.11.30
キヤノンメディカ
ルファイナンス
（株）

32,209,188円

　本事業は、借上期間が満了となるＣＴ装置
を引き続き借り上げるものであるため、現行
の機器借上の契約相手先である記載の業者を
地方自治法施行令第１６７条の２（随意契
約）第１項第６号の規定に該当するものとし
て選定。

265
放射線技
術科

９番撮影室ＣＴ装置再
借上に係る長期継続事
業

　令和２年１１月末で借上期間が満了する
ことに伴い、まだ使用可能な機器を、令和
３年５月に装置更新するまでの５か月間再
度借り上げるもの
　対象機器
　　ＣＴ装置（保守込み）

R2.12.1 R3.4.30
キヤノンメディカ
ルファイナンス
（株）

7,204,175円

　本事業は、借上期間が満了となるＣＴ装置
を引き続き借り上げるものであるため、現行
の機器借上の契約相手先である記載の業者を
地方自治法施行令第１６７条の２（随意契
約）第１項第６号の規定に該当するものとし
て選定。

269
医療情報
管理室

AI問診サービス導入に
伴う総合医療情報シス
テム改修作業業務委託

AI問診サービスの導入に伴い、AI問診の結
果を円滑に総合医療情報システム（電子カ
ルテ）に反映させるために必要なシステム
改修を委託するもの

R2.11.25 R3.3.31
富士通（株）　東
海支社

2,750,000円

本事業は、AI問診サービス導入に伴い、既存
の総合医療情報システムに必要となる改修を
実施するものであり、同システムの開発業者
である記載の業者を地方自治法施行令第167
条の2（随意契約）第1項第2号の規定に該当
するものとして選定。

270
医療情報
管理室

AI問診サービス導入に
伴う総合医療情報ネッ
トワーク整備業務委託

AI問診サービス導入に伴い、クラウド上で
提供されるAI問診サービスと総合医療情報
システムを連携させるために必要となる既
存ネットワークの整備を実施するもの

R2.11.25 R3.3.31

（株）富士通エフ
サス　東海支社公
共・社会基盤ビジ
ネス部

2,970,000円

本事業は、AI問診サービスのネットワークと
既に導入済の総合医療情報ネットワークを接
続する環境を整備するものであり、当院の
ネットワークを構築した記載の業者を地方自
治法施行令第167条の2（随意契約）第1項第2
号の規定に該当するものとして選定。

271 医事課
半田病院医事業務委託
（新型コロナウイルス
に伴う患者等対応）

新型コロナウイルス感染症対策の一環とし
て、院内３か所（正面玄関・入退院事務室
前・面会者受付）に委託職員を配置し、
サーモグラフィ等での体温の測定・確認
や、高体温と判定された外来患者等への問
診や診療科案内等、総合的な案内業務を委
託するもの

R2.11.16 R2.12.31
(株)ソラスト　名
古屋支社

1,355,200円

本業務は、医事業務のうち総合的な案内業務
を委託するものであり、医療知識だけでなく
当院の診療科の状況を熟知する必要があるた
め、現在、外来・入院等受付事務を含む医事
業務を受託し、上記内容に精通しているとと
もに、本業務を唯一実施可能な記載の業者を
地方自治法施行令第１６７条の２（随意契
約）第１項第２号の規定に該当するものとし
て選定。



案件№ 契約担当課 契約名称 契約内容 着手日 完了日 契約の相手方 契約金額 随意契約理由

272
クリーン
センター

ごみ焼却処理施設廃熱
ボイラ修繕

　ごみ焼却処理施設の定期点検時に判明し
た廃熱ボイラの腐食部分等を修繕するもの

１号廃熱ボイラ修繕     一式
２号廃熱ボイラ修繕　　 一式

R2.11.21 R3.3.5
荏原環境プラント
（株） 中部支店

2,904,000円

　本工事は、焼却処理施設の定期点検時に判
明した基幹部の腐食部分の修繕であり、その
施工には、当該施設の特殊構造にも対応でき
る技術とともに、修繕箇所の損傷状況等を熟
知する必要がある。
　このため、当該施設の運転及び点検管理業
務を受託し、当該プラントの建設業者とし
て、その特殊構造にも対応した施工が唯一可
能な記載の業者を地方自治法施行令第１６７
条の２（随意契約）第１項第２号の規定に該
当するものとして選定。

273
クリーン
センター

ごみ焼却処理施設１号
水冷ジャケット補修工
事

　清掃施設工事
１号水冷ジャケット外側鋼板張替工  一式

R2.11.21 R3.2.8
荏原環境プラント
（株） 中部支店

1,925,000円

　本工事は、焼却処理施設基幹部の補修工事
であり、その施工には、当該施設の構造を熟
知するとともに、その特殊構造にも対応でき
る技術が必要となる。
　このため、当該施設の運転及び点検管理業
務を受託し、その構造及び損傷状況を熟知す
るとともに、当該プラントの建設業者とし
て、その特殊構造にも対応した施工が唯一可
能な記載の業者を地方自治法施行令第１６７
条の２（随意契約）第１項第２号の規定に該
当するものとして選定。

277
医療情報
管理室

診断書作成システム保
守業務委託

診断書作成システムは、医師の診断書作成
の負荷軽減及び院内の診断書管理の効率化
のため導入したシステムであり、これらの
ハードウェア及び、ソフトウェアの障害時
の対応と保守・点検を行うもの

R3.1.1 R7.4.30
ニッセイ情報テク
ノロジー（株）

5,090,800円

本事業は、診断書作成システムの保守点検業
務を委託するものであり、本システムの安定
稼働にはシステムに精通している必要がある
ため、当該システムの開発業者であり、本業
務を唯一実施可能な記載の業者を地方自治法
施行令第１６７条の２（随意契約）第１項第
２号の規定に該当するものとして選定。

278
医療情報
管理室

集中治療室支援システ
ム保守業務委託

集中治療室支援システムは、生体監視モニ
タの検査情報を24時間365日実施するシステ
ムであり、これらのハードウェアとソフト
ウェアの障害時の対応と保守・点検を行う
もの

R3.1.1 R7.4.30
日本光電工業
（株）　中部支店
病院営業部

8,877,000円

本事業は、半田病院の集中治療室支援システ
ムの安定稼働のため、保守点検業務を委託す
るものであり、当該システムを病院業務に支
障を与えることなく安全に運用するには、そ
のシステムに精通していることが必要とな
る。
このため、当該システムの開発業者である記
載の業者を地方自治法施行令第１６７条の２
（随意契約）第１項第２号の規定に該当する
ものとして選定。

279
医療情報
管理室

生理検査システム保守
業務委託

生理検査システムは、心電図や超音波など
の検査情報の管理を24時間365日実施するシ
ステムであり、これらのハードウェアとソ
フトウェア障害時の対応と保守・点検を行
うもの

R3.1.1 R7.4.30
日本光電工業
（株）　中部支店
病院営業部

11,842,930円

本事業は、半田病院の生理検査システムを安
定稼働させ、障害発生時の緊急回復作業を行
うため、同システムの開発業者である記載の
業者を地方自治法施行令第１６７条の２（随
意契約）第１項第２号の規定に該当するもの
として選定。

280
医療情報
管理室

半田病院総合医療情報
ネットワークシステム
保守業務委託

半田病院総合医療情報ネットワークシステ
ムの保守業務として、コアスイッチ、サー
バスイッチ、無線アクセスポイント、監視
サーバー、エリアＨＵＢ用ＵＰＳ、エリア
スイッチ、アクセススイッチの保守と支
援、並びに障害発生時における迅速な復旧
業務等を行うもの

R3.1.1 R7.4.30

（株）富士通エフ
サス　東海支社公
共・社会基盤ビジ
ネス部

30,244,500円

本事業は、半田病院の総合医療情報ネット
ワークシステムを安定稼働させ、障害発生時
に緊急回復作業を行うものであり、当該シス
テムに精通した業者しか実施できないため、
当該システムの開発業者であり、本業務を唯
一実施可能な記載の業者を地方自治法施行令
第１６７条の２（随意契約）第１項第２号の
規定に該当するものとして選定。

281
医療情報
管理室

第５次半田病院総合医
療情報システム保守業
務委託

当該事業は、第５次総合医療情報システム
を安定稼働させるために、ハードウェア・
ソフトウェアの定期的な点検、障害を未然
に防ぐための遠隔監視・遠隔操作及び、障
害発生時の復旧作業等を委託するもの

R3.1.1 R7.4.30
富士通（株）　東
海支社

359,961,800円

本事業は、半田病院の総合医療情報システム
を安定稼働させ、障害発生時に緊急回復作業
を行うものであり、当該システムに精通した
業者しか実施できないため、当該システムの
開発業者であり、本業務を唯一実施可能な記
載の業者を地方自治法施行令第１６７条の２
（随意契約）第１項第２号の規定に該当する
ものとして選定。

282
医療情報
管理室

薬剤科システム保守業
務委託

　薬剤科システムは医薬品情報等の管理を
するシステムであり、この服薬指導ガイダ
ンスデータ更新や医薬品相互作用データ更
新等の保守業務を委託するもの

R3.1.1 R7.4.30
（株）トーショー
名古屋支店

4,175,600円

　本事業は、現在稼働している薬剤科システ
ムの保守業務を委託するものであり、服薬指
導ガイダンス等のデータ更新はこのシステム
の開発業者のみが唯一可能であるため、当該
システムの開発業者である記載の業者を地方
自治法施行令第167条の2（随意契約）第1項
第2号の規定に該当するものとして選定。

283
医療情報
管理室

輸血管理システム保守
業務委託

　輸血管理システムは血液製剤の情報等を
管理するシステムであり、このソフトウェ
アの保守や上位システムとの連携保守等の
業務を委託するもの

R3.1.1 R7.4.30 （株）カーク 3,432,000円

　本事業は、現在稼働している輸血管理シス
テムの保守業務を委託するものであり、本シ
ステムの安定稼働にはシステムに精通してい
る必要があるため、当該システムの開発業者
であり、本業務を唯一実施可能な記載の業者
を地方自治法施行令第１６７条の２（随意契
約）第１項第２号の規定に該当するものとし
て選定。

284
学校教育
課

インターネット接続設
定変更業務委託

　GIGAスクール構想に伴い、各学校で大容
量高速インターネット回線に接続する必要
があり、各学校において既設ルータの設定
変更等を行うもの

R2.11.25 R2.12.25
（株）内田洋行
営業本部　教育Ｉ
ＣＴ事業部

1,584,000円

　校務ネットワークとインターネット等の接
続設定の変更には、既存の接続設定を熟知し
ている必要があるため、現在管理業務を受託
しており、本業務を唯一実施可能な記載の業
者を地方自治法施行令第１６７条の２（随意
契約）第１項第２号の規定に該当するものと
して選定。

291 企画課
令和２年度オンライン
資格確認等に係る健康
管理システム改修委託

　「医療保険制度の適正かつ効率的な運営
を図るための健康保険法等の一部を改正す
る法律」の成立による被保険者資格情報等
のオンライン資格確認導入に伴い、現在世
帯単位で管理している被保険者番号を個人
単位化するため、健康管理システムの改修
を委託するもの

R2.12.5 R3.3.31
西日本電信電話
（株） 名古屋支
店

1,452,000円

　本事業は、現在運用中の健康管理システム
に対し改修を行うものであるため、第３次半
田市情報システム最適化事業の契約相手先で
あり、本事業を唯一実施可能な記載の業者を
地方自治法施行令第１６７条の２（随意契
約）第１項第２号の規定に該当するものとし
て選定。

293
医療情報
管理室

DPCベンチマークシステ
ム「EVE」保守業務

DPCベンチマークシステム「EVE」は、病院
の経営状況を分析するシステムであり、こ
れらの集計データの更新・メンテナンス、
ソフトウェアのメンテンナンスなどを行う
もの

R3.1.1 R7.4.30
メディカル・デー
タ・ビジョン
（株）

2,860,000円

　本事業は、現在稼働しているDPCベンチ
マークシステム「EVE」の保守業務を委託す
るものであり、システムの開発業者のみが唯
一可能であるため、当該システムの開発業者
である記載の業者を地方自治法施行令第167
条の2（随意契約）第1項第2号の規定に該当
するものとして選定。



案件№ 契約担当課 契約名称 契約内容 着手日 完了日 契約の相手方 契約金額 随意契約理由

294
医療情報
管理室

DPCベンチマークシステ
ム「EVE-ASP」保守

　DPCベンチマークシステム「EVE-ASP」
は、「EVE」で集計・分析した病院の経営状
況を他病院と比較するためのシステムであ
り、このシステムの取り込みデータの計
算、集計データの更新・メンテナンス、ソ
フトウェアのメンテナンスなどを行うもの

R3.1.1 R7.4.30
メディカル・デー
タ・ビジョン
（株）

1,144,000円

　本事業は、現在稼働しているDPCベンチ
マークシステム「EVE-ASP」の保守業務を委
託するものであり、システムの開発業者のみ
が唯一可能であるため、当該システムの開発
業者である記載の業者を地方自治法施行令第
167条の2（随意契約）第1項第2号の規定に該
当するものとして選定。

295
医療情報
管理室

病歴システム保守業務
委託

　病歴システムは、診療情報管理業務をサ
ポートするシステムであり、これらのソフ
トウェアのメンテナンス及び障害対応、運
用支援などを行うもの

R3.1.1 R7.4.30
インフォコム
（株）

2,379,520円

　本事業は、現在稼働している病歴システム
の保守業務を委託するものであり、ソフト
ウェアのメンテナンス及び障害対応、運用支
援はこのシステムの開発業者のみが唯一可能
であるため、当該システムの開発業者である
記載の業者を地方自治法施行令第167条の2
（随意契約）第1項第2号の規定に該当するも
のとして選定。

299
医療情報
管理室

プリンタ保守付き消耗
品購入

　第５次半田病院総合医療情報システム更
新時に導入したプリンタの保守付き消耗品
（トナー・ドラムユニット・定期交換部
品）を購入をするもの

R3.1.1 R3.3.31

リコージャパン
（株） 販売事業
本部　中部ＭＡ事
業部　公共営業部

1,356,201円

第５次半田病院総合医療情報システム更新時
に導入したプリンタの保守付き消耗品購入を
印刷枚数あたりの価格で行うものであり、現
行の導入業者のみがプリンタ保守を唯一可能
であるため、記載の業者を地方自治法施行令
第167条の2（随意契約）第1項第2号の規定に
該当するものとして選定。

300
医療情報
管理室

画像連携用メディア作
成機コドニックス保守
業務委託

　画像連携用メディア作成機コドニックス
のソフトウェアメンテナンス及び障害対
応、運用支援などを行うもの

R3.1.1 R7.4.30
オリオン・ラド
セーフメディカル
（株）

1,869,912円

　現在稼働している画像連携用メディア作成
機コドニックス保守業務を委託するものであ
り、シングルスワッププログラムによる修理
対応はこのシステムの開発業者のみが唯一可
能であるため、当該システムの開発業者であ
る記載の業者を地方自治法施行令第167条の2
（随意契約）第1項第2号の規定に該当するも
のとして選定。

301
医療情報
管理室

耳鼻いんこう科画像
ファイリングシステム
保守業務委託

　耳鼻いんこう科画像ファイリングシステ
ムのソフトウェアメンテナンス及び障害対
応、運用支援などを行うもの

R3.1.1 R7.4.30
ヨーヨーダイン
（株）

1,296,240円

本事業はハードウェア・ソフトウェアのメン
テナンス及び障害対応、運用支援等の保守業
務を委託するものであり、本システムの安定
稼働にはシステムに精通している必要がある
ため、当該システムの開発業者であり、本業
務を唯一実施可能な記載の業者を地方自治法
施行令第１６７条の２（随意契約）第１項第
２号の規定に該当するものとして選定。

302
医療情報
管理室

薬袋印刷機保守業務委
託

　薬袋印刷機のソフトウェアメンテナンス
及び障害対応などの保守業務を委託するも
の

R3.1.1 R7.4.30
（株）トーショー
名古屋支店

1,716,000円

　本事業はソフトウェアメンテナンス及び障
害対応等保守業務を委託するものであり、本
システムの安定稼働にはシステムに精通して
いる必要があるため、当該システムの開発業
者であり、本業務を唯一実施可能な記載の業
者を地方自治法施行令第１６７条の２（随意
契約）第１項第２号の規定に該当するものと
して選定。

307 管理課
半田病院テレビ・冷蔵
庫付床頭台等の借上に
係る長期継続事業

　現状入院患者は、テレビカードを購入し
てテレビ・冷蔵庫等を利用しています。テ
レビカードの接触による感染の防止及び
カードの盗難防止の対策として、テレビ
カードを廃止し、入院施設使用料として１
日当りの定額料金方式に変更するため、入
院患者が使用するテレビ・冷蔵庫付床頭台
等の借り上げをするもの(平日毎日実施の清
掃維持管理及びリモコン用電池等消耗品
代、消耗品補充作業を含む)

R2.12.19 R3.4.30
トーヨーベンディ
ング（株）

11,220,000円

　本事業は、平成２８年７月に更新した記載
業者の所有物品である入院患者用テレビ・冷
蔵庫付床頭台等を借上げる事業であるため、
本事業を唯一実施可能な記載の業者を地方自
治法施行令第１６７条の２（随意契約）第１
項第２号の規定に該当するものとして選定。

308
国保年金
課

後期高齢者医療制度改
正に伴うシステム改修
業務委託

　平成３０年度税制改正（住民税基礎控除
額等の見直し）に伴い、市町村から広域連
合へ送信する所得・課税情報の項目追加・
変更を行う必要があるため、システム改修
を委託するもの

R2.12.19 R3.3.31
西日本電信電話
（株） 名古屋支
店

1,925,000円

　本事業は、現在運用中の後期高齢者医療シ
ステムの改修等を委託するものであるため、
第３次半田市情報システム最適化事業の契約
相手先であり、本事業を唯一実施可能な記載
の業者を地方自治法施行令第１６７条の２
（随意契約）第１項第２号の規定に該当する
ものとして選定。

310 医事課

半田市立半田病院医事
業務委託（新型コロナ
ウイルスにおける患者
等対応（その２））

新型コロナウイルス感染症対策の一環とし
て、院内３か所(正面玄関・入退院事務室
前・面会者受付）に委託職員を配置し、
サーモグラフィ等での体温の測定・確認や
高体温と判定された外来患者等への問診や
診療科案内等、総合的な案内業務を委託す
るもの

R3.1.1 R3.3.31
(株)ソラスト　名
古屋支社

2,442,000円

本業務は、医事業務のうち総合的な案内業務
を委託するものであり、医療知識だけでなく
当院の診療科の状況を熟知する必要があるた
め、現在、外来・入院等受付事務を含む医事
業務を受託し、上記内容に精通しているとと
もに、本業務を唯一実施可能な記載の業者を
地方自治法施行令第１６７条の２（随意契
約）第１項第２号の規定に該当するものとし
て選定。

317
医療情報
管理室

オンライン資格確認導
入に伴う総合医療情報
システム改修作業業務
委託

　本事業は、総務省および厚生労働省が推
進するマイナンバーカードを用いた保険資
格の確認の仕組みを導入し、取得した保険
資格の情報を既存の総合医療情報システム
に連携することで、患者の利便性向上およ
び事務の効率化を図るものであり、連携に
必要なシステム改修を委託するもの

R3.2.1 R3.3.31
富士通（株） 東
海支社

7,865,000円

　本事業は、マイナンバーカードを用いたオ
ンライン資格確認の導入に伴い、現在運用中
の総合医療情報システムを改修するものであ
るため、当該システムの開発元であり、本事
業を唯一実施可能な記載の業者を地方自治法
施行令第１６７条の２（随意契約）第１項第
２号の規定に該当するものとして選定。


