
案件№契約担当課 契約名称 契約内容 契約の相手方 契約金額
随意契
約事由

随意契約理由

Ａ
医療情報管
理室

半田病院ネットワーク機器更
新工事

ネットワーク機器の老朽化に伴い、既存機器の入
れ替えを行うことで、外来及び病棟においてイン
ターネット（Ｗｉ-Ｆｉ）環境を整備し、患者の利便性
向上及び職員の作業効率の向上を図るととも
に、データサイズの肥大化（画像の高精細化）に
伴う処理の遅延を解消するため、回線速度の増
速（１００Ｍ→１Ｇ）を併せて実施するもの

R2.4.14 ～ R3.2.26
（株）富士通エフ
サス

75,790,000 円 2

　半田病院ネットワークの再構築を実施するものであり、その施工に
は、既存の配線を流用して構築することから、既存の医療系、情報
系ネットワークの構造及び病院内の施設構造を熟知する必要があ
る。
　このため、既存ネットワークの導入事業者であり、構造にも対応し
た施工が唯一可能な記載の業者を契約相手先として選定。

Ａ 市民課 市民課窓口業務委託
事務の効率化と市民サービスの向上を図るた
め、市民課の窓口業務を民間委託するもの 

R2.6.2 ～ R5.9.29
パーソルテンプス
タッフ（株） 中部Ｂ
ＰＯサービス部

128,026,800 円 2

　市民課の窓口業務を民間委託するものであり、本事業の受託に
は当該業務における専門的な知識を有する人材を安定して確保で
きるとともに、民間の経営手法による効率的な業務の企画力を有し
ていることが必要となる。
　このため、価格のみの競争ではなく、提案内容を総合的に評価す
るプロポーザル方式により選定した業者と随意契約を締結すること
とし、その参加業者として、当該業務の実績を有する記載の７社を
選定。

Ａ 学校教育課
図書館電動式移動書架修繕
工事

機械器具設置工事
　移動書架修繕工事　　一式 

R2.5.23 ～ R2.7.31
日本ファイリング
（株） 名古屋支店

12,100,000 円 2

　既設移動書架の部品（制御基板、操作盤、安全停止バー等）を最
新のものに取り替えるものであり、既存の機器との調整が必要となる
ため、当該機器の製造業者として機器に精通するとともに、本事業
を唯一実施可能な記載の業者を契約相手先として選定。

Ａ

特別定額給
付金事業実
施本部（総
務課）

特別定額給付金支給事務従
事者派遣

特別定額給付金の支給事務のうち、オンライン
申請・郵送申請の処理及び振込データ作成業
務、窓口申請受付業務、電話問い合わせ業務の
労働者人材派遣業務 

R2.5.12 ～ R2.9.18
パーソルテンプス
タッフ（株） 中部Ｂ
ＰＯサービス部

25,039,872 円 5

　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の趣旨及び特別定額給
付金事業の「感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速か
つ的確に家計への支援を行う」という目的を踏まえ、可能な限り早
期に実施する必要がある。
　このため、競争入札の方法による手続きをとっていたのでは、その
時期を逸し、早期に給付金を支給する目的を達成することができな
くなることから、本市との契約実績を有するとともに、経済的合理性
が認められる記載の業者を契約相手先として選定。

1 秘書課
半田市ふるさと納税業務委
託

半田市が行うふるさと納税寄附に係る寄附申込
の受付、寄附情報の管理、寄附金の収納、返礼
品に関する業務を委託するもの

R2.4.1 ～ R3.3.31
（株）ＪＴＢ 名古屋
事業部

2,006,037 円 2

　ふるさと納税事業について、市が指定する受付サイトを利用して、
寄附者管理、返礼品の配送手配等を委託するものであり、本業務
の受託者は当該サイトとの提携が可能であるとともに、市内寄附者
及び返礼品の不要な寄附者について手数料を不要として実施でき
ることが必要となる。
　そのため、当該受付サイト提携者として東海エリアの自治体を担
当し、本市が求める条件を唯一満たす記載の業者を契約相手先と
して選定。

2 企画課
プリンタ複合機の利用に係る
保守付消耗品の購入

第３次半田市情報システム最適化事業で導入し
たプリンタ複合機の使用１枚当たりの機器保守付
の消耗品（紙代を除くトナー代など）を購入するも
の
※単価契約

R2.4.1 ～ R3.3.31
富士ゼロックス愛
知東（株）

4,104,777 円 2

　第３次半田市情報システム最適化事業で導入したプリンタ複合機
で使用する消耗品を購入するものであり、その納入業者は、機器の
故障時の対応も必要となるため、それらの機器の納入業者と同一で
あることが必要となる。
　このため、当該機器の納入業者であるとともに、必要な消耗品を
納入可能な記載の業者を契約相手先として選定。

3 人事課 職員定期健康診断業務委託

職員の健康管理の一環として定期健康診断業
務を委託により実施するもの（人間ドック、協会け
んぽ健診を受診する職員は除く） 
 ※単価契約

R2.4.10 ～ R2.10.31
（一社）半田市医
師会

3,729,770 円 2

　職員の定期健康診断を実施するもので、健診に際し、指定期日
内で必須項目としているレントゲン撮影を行うことが必要となる。
　このため、レントゲン撮影が可能な車両を所有し、当該事業を市
内で唯一実施可能な記載の業者を契約相手先として選定。

5 市民協働課
半田市市民交流センター清
掃管理業務委託

半田市市民交流センターに係る日常清掃及び
定期清掃業務を委託するもの 
　 （市の専有面積　2,248.15㎡
　　共有面積　　　　 25.78㎡）

R2.4.1 ～ R3.3.31
イオンディライト
（株） 東海支社

6,246,900 円 6

　知多半田駅再開発ビル３階に半田市が公益床として所有している
半田市市民交流センターの清掃管理を行うものであるが、同フロア
にはビルの共用部分と半田市専有部分が混在しているため、当該
業務のみをビル全体の清掃管理業務から切り離し、効率的に行うこ
とは不可能である。
　このため、当該ビル全体の清掃管理業務をビル管理会社から受
託している記載の業者を契約相手先として選定。

6 市民協働課
半田市市民交流センター設
備管理業務委託

市民交流センター（知多半田駅前再開発ビル３
階）の設備維持管理業務の一つである空調換気
設備保守業務を委託するもの

R2.4.1 ～ R3.3.31
イオンディライト
（株） 東海支社

1,185,360 円 6

　知多半田駅前再開発ビル３階に、半田市が公益床として所有して
いる半田市市民交流センターの空調換気設備保守業務を委託す
るものであるが、当該ビルの空調設備は共有部分と専用部分が一
体管理されているため、当該業務を分割することは不可能である。
　このため、知多半田駅前再開発ビルの設備管理業者である記載
の業者を契約相手先として選定。

7 税務課 法務局連携システム使用料

法務局から提供される登記情報（履歴）の管理及
び登記済通知書電子データを基幹系システムへ
連携させ、作業の省力化や異動入力の誤りの防
止を図るもの

R2.4.1 ～ R3.3.31
ＮＴＴビジネスソ
リューションズ
（株） 東海支店

1,003,200 円 2

　基幹系システムとの連携を行うためには、LGWAN-ASPサービスを
介し、セキュリティ面の管理を徹底する必要がある。
　このため、サービス提供元である記載の業者を契約相手先として
選定。

8 市民課
令和２年度戸籍電算システム
サポート委託

戸籍電算システムのハードウェア保守点検業務
及びソフトウェアのサポート業務を委託するもの 

R2.4.1 ～ 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

3,230,040 円 2

　市民課にて運用する戸籍電算システムの保守点検業務及びサ
ポート業務を委託するものであり、当該システムの開発業者としてシ
ステム全般に精通し、適切かつ迅速な対応が唯一可能な記載の業
者を契約相手先として選定。

9 市民課
令和２年度戸籍電算システム
ソフト使用料

戸籍電算システムにて使用するソフトウェアの使
用料を支払うもの 
 

R2.4.1 ～ 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

2,973,960 円 2
　現在使用している戸籍電算システムの使用料を支払うものである
ため、当該システムの開発業者である記載の業者を契約相手先と
して選定。

10 市民課
令和２年度コンビニ交付シス
テム保守委託

コンビニ交付システムの機器保守点検業務及び
運用業務を委託するもの 

R2.4.1 ～ R3.1.31

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

2,398,000 円 2

　現在運用しているコンビニ交付システムの保守を委託するもので
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、
適切かつ迅速な対応が唯一可能な記載の業者を契約相手先とし
て選定。

11
クリーンセン
ター

市施設浄化槽保守点検及び
清掃業務委託

市の施設における浄化槽の保守点検及び清掃
業務を委託するもの

R2.4.4 ～ R3.3.30 東海衛生（有） 6,266,260 円 2

　公共下水道の普及に伴う、し尿収集運搬業務の減少に対応する
ために実施させているものであり、浄化槽清掃許可を市内で唯一取
得しているとともに、保守点検用機材及び汚泥収集運搬用の特殊
車両を保有している記載の業者を契約相手先として選定。

事業期間



17
保健セン
ター

妊産婦・乳児健康診査委託

妊産婦・乳児の健康保持・増進・異常の早期発
見・早期治療を図るため、４種類（妊婦・子宮頸が
ん・産後・乳児）の健康診査を市内医療機関にお
いて実施するもの  
※単価契約 

R2.4.1 ～ R3.3.31
（一社）半田市医
師会

103,163,910 円 2

　母子保健法に基づき、妊産婦・乳児の健康保持と増進及び異常
の早期発見と治療を図るため、愛知県医師会と県内全市町村が協
議により決定した統一単価により健康診査を実施するものである。
　このため、公衆衛生活動を目的として設立された市内唯一の組織
であり、当該診査を市内全域で統一的に実施可能な一般社団法人
半田市医師会を契約相手先として選定。

18
保健セン
ター

母子保健健康診査・健康相
談委託

乳幼児の疾病の早期発見、早期治療を図るた
め、３種類（３か月・１歳６か月・３歳）の健康診査
及び健康相談を行うもの 
　 ※医師派遣１人あたりの単価契約

R2.4.1 ～ R3.3.25
（一社）半田市医
師会

3,674,880 円 2

　母子保健法に基づき地域小児医療の充実及び母子保健の向上
に寄与するため、保健センターが実施するものであるが、当該事業
の実施には医師の配置が必要である。
　このため、公衆衛生活動を目的として設立された市内唯一の組織
であり、地域における小児科医療の状況を把握するとともに、定期
的な小児科医の派遣が可能な一般社団法人半田市医師会を契約
相手先として選定。

19
保健セン
ター

母子保健健康診査（歯科）委
託

妊婦と乳幼児の口腔疾病の早期発見、早期治療
を図るため、３種類（１歳６か月・２歳・３歳）健康診
査及び健康相談を行うもの

※歯科医師派遣１人あたりの単価契約
※妊婦１人あたりの単価契約 

R2.4.1 ～ R3.3.31
（一社）半田歯科
医師会

3,629,175 円 2

　母子保健法に基づき妊婦と小児の健康保持と増進及び異常の早
期発見を図るとともに地域小児歯科医療の充実及び母子保健の向
上に寄与するため、保健センターが実施するものであるが、当該事
業の実施には歯科医師免許取得者の配置が必要である。
　このため、公衆衛生活動を目的として設立された市内唯一の組織
であり、地域における歯科医療を把握するとともに、定期的な歯科
医の派遣が可能な記載の業者を契約相手先として選定。

20
保健セン
ター

歯周病検診受診券作成委託

国の補助事業で「健康増進法」に基づき実施す
る40歳・50歳・60歳・70歳に加え、30・35・45・55・
65歳の市民への歯周病検診無料受診券を作成
するもの

R2.4.1 ～ R2.5.31
西日本電信電話
（株） 名古屋支店

1,380,500 円 2

　本事業における歯周病検診無料受診票は、既存の「健康かるて
システム」の機能を使用して作成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契約相手先として選定。

21
保健セン
ター

予防接種委託

個人の健康を守るとともに、伝染・感染の恐れが
ある疾病の発生及びまん延を予防するため、市
内予防接種医療機関において、１１種類の予防
接種を実施するもの 
 ※単価契約

R2.4.1 ～ R3.3.31
（一社）半田市医
師会

227,388,580 円 2

　予防接種法等に基づき、市の公衆衛生上の責務として実施する
ものである。
　このため、公衆衛生活動を目的として設立された市内唯一の組織
であり、当該予防接種を市内全域で統一的に実施可能な記載の業
者を契約相手先として選定。

22
保健セン
ター

風しん予防接種委託

先天性風しん症候群発生を防止するため、費用
を助成し市内予防接種医療機関において風しん
予防接種（ＭＲ２種混合）を実施するもの 
※単価契約

R2.4.1 ～ R3.3.31
（一社）半田市医
師会

1,288,869 円 2

　予防接種法等に基づき、市の公衆衛生上の責務として実施する
ものである。
　このため、公衆衛生活動を目的として設立された市内唯一の組織
であり、当該予防接種を市内全域で統一的に実施可能な記載の業
者を契約相手先として選定。

23
保健セン
ター

休日夜間診療事務委託
　休日及び夜間における急病患者の医療を確保
するため、市内開業医に在宅当番制による診療
を委託するもの

R2.4.1 ～ R3.3.31
（一社）半田市医
師会

3,018,400 円 2

  休日及び夜間における地域住民の初期急病患者に対する医療を
確保するものである。
　このため、公衆衛生活動を目的として設立された市内唯一の機関
であり、市内開業医の協力により本事業を受託可能な記載の業者
を契約相手先として選定。

25 土木課 境界査定業務委託
境界確定申請に基づき、境界査定に係る業務を
委託するもの 
※単価契約

R2.4.2 ～ R3.3.31
（公社）愛知県公
共嘱託登記土地
家屋調査士協会

11,110,000 円 2

　境界確定申請により申請地と道水路の境界が適正であるかを査
定し、道水路の適正な管理を行うものであるため、専門的能力を結
合し、官公庁等による不動産の表示に関する登記に必要な調査や
測量、申請等の実施に寄与することを目的に設立された団体であ
り、本事業を唯一実施可能な記載の業者を契約相手先として選
定。

27 高齢介護課 主治医意見書回収業務委託
介護保険制度における要介護認定を行うために
必要な主治医意見書を市内の医療機関から回
収する業務を委託するもの

R2.4.1 ～ R3.3.31
（一社）半田市医
師会

1,036,200 円 2

　市内の医療機関が作成した意見書を回収するという秘匿性及び
特殊性の高い業務であるため、市内医療機関の検体や書類等の
回収の実績を有し、各医療機関との綿密なネットワークを構築する
記載の業者を契約相手先として選定。

28 学校教育課
小学校教科書改訂に伴う教
科書及び指導書購入

小学校教科書改訂に伴う教員用教科書及び指
導書の購入 （分校は、本校に含まない）
※単価契約

R2.4.1 ～ R3.3.31 （資）同盟書林 37,434,851 円 2

　本事業者は、市内小学校が使用する教科書、指導書を納入する
ものであり、納入業者については、教科書供給業者である愛知県
教科書特約供給所の選定により本市の取次供給所として指定され
ているため、他の業者では納入が不可能である。
　このため、本事業を受託可能な記載の業者を、契約相手先として
選定。

29 学校教育課
小学校教科書改訂に伴う教
材購入

小学校教科書改訂に伴う教員用教材の購入 
※単価契約

R2.4.1 ～ R3.3.31 （資）同盟書林 13,860,215 円 2

　本事業者は、市内小学校が使用する教科書、指導書を納入する
ものであり、納入業者については、教科書供給業者である愛知県
教科書特約供給所の選定により本市の取次供給所として指定され
ているため、他の業者では納入が不可能である。
　このため、本事業を受託可能な記載の業者を、契約相手先として
選定。

30 学校教育課
小中学校児童生徒用知能検
査及び学力検査委託

小中学校における知能検査、学力検査の実施 
※単価契約

R2.4.6 ～ R2.7.20
（有）若葉書房
市野商店

9,784,986 円 2

　市内小中学校が適正な学習指導を行うために使用する（株）図書
文化社の数研式検査用紙を使用して検査を実施するものであり、
当該検査用紙の知多管内唯一の取扱代理店であり、本事業を受
託可能な記載の業者を、契約相手先として選定。

31 学校教育課
健康診断委託（園児・児童・
生徒及び教職員）

学校保健安全法に基づく健康診断を行うため、
学校医の診断に必要となる各種検査を６幼稚
園、１３小学校、５中学校において実施するもの
（分校は、本校に含む）
※単価契約

R2.4.6 ～ R3.3.31
（一社）半田市医
師会

11,837,967 円 2

　健康診断結果を元に作成する健康診断票は、学校保健安全法
施行規則により学校が５年保存し、学校医が総合的な判断や事後
措置に利用しているため、その検査等は基準値等の相違により差
違が生じないよう実施しなければならない。
　このため、市内唯一の臨床検査機関であり、本事業を継続的に実
施可能な記載の業者を、契約相手先として選定。

33 学校教育課
小中学校新体力テスト検査
委託

小中学校児童生徒（小学５・６年生、中学校全学
年）の健康体力学習指導のため、検査を実施す
るもの
※単価契約

R2.4.6 ～ R2.7.20
（有）若葉書房
市野商店

1,314,344 円 2

　市内の小中学校が適正な健康体力学習指導を行うために㈱第一
学習社が発行する検査用紙を使用し検査をするものであり、使用
する「新体力テスト検査用紙」は、取扱代理店を経由しなければ購
入することができない。
　このため、当該検査用紙の知多管内唯一の取扱代理店であり、
健康体力学習指導に基づく適正な検査を分析することが可能な記
載の業者を契約相手先として選定。



34 学校教育課 「中学生活と進路」等購入

中学校用の副教材として使用する「中学生活と
進路」、「中学社会科白地図（日本）」「中学社会
科白地図（世界）」を購入するもの
※単価契約

R2.4.6 ～ R2.5.31 （資）同盟書林 1,292,137 円 2

　市内中学校が使用する副読本は、愛知県教科用図書卸商業協
同組合が指定する取次供給所でのみ購入が可能である。
 このため、取次供給所として指定されている記載の業者を契約相
手先として選定。

35 生涯学習課 音楽文化振興事業委託
音楽文化の振興を目的としたコンサートやワーク
ショップ、講座等の業務を委託するもの

R2.4.1 ～ R2.12.18
（一社）セントラル
愛知交響楽団

9,399,500 円 2

　音楽文化の振興を目的とするコンサート、小中学校でのアウトリー
チ・ワークショップ、クラシック講座の開催を委託するものであり、そ
の実施には、事業の趣旨を正確に理解するとともに質の高い音楽
を提供できることが必要となる。
　このため、高水準の演奏技術を備えるとともに音楽文化の振興を
目的とした「半田市音楽文化振興に関する協定」を当市と唯一締結
し、事業の趣旨を正確に理解している記載の業者を契約相手先と
して選定。

37 図書館
簡易書誌情報ファイル（TRC
新刊全件MARC）の使用

書籍の書名、著者名、出版社、出版年月等の書
誌情報を収めた出版物のデータベースである
「書誌情報ファイル」の使用料を支払うもの

R2.4.1 ～ R3.3.31
（株）図書館流通
センター

2,299,000 円 2

　（株）図書館流通センターが作成した書誌情報ファイルを使用す
るものであり、当該ファイルの取り扱いは、作成会社が指定した業者
に限られる。
　このため、当該情報ファイルの取扱いが東海地区で唯一可能な
記載の業者を契約相手先として選定。

45
監査委員事
務局

会議録作成支援システム使
用料

会議録作成支援システム用マイクシステムで録
音した音声データを、音声認識クラウドサービス
を介してテキスト化するものであり、当該システム
の使用料を支払うもの

R2.4.1 ～ R3.3.31
（株）会議録研究
所

1,056,000 円 2

　先に導入した会議録作成支援システム用マイクシステムと連携し
た、会議録作成支援システムの使用料を支払うものであり、本シス
テムは開発業者が指定した代理店しか取扱いができないため、当
地区唯一の指定代理店である記載の業者を、契約相手先として選
定。

46 病院管理課
超音波内視鏡装置等の借上
に係る長期継続事業

消化器内科、呼吸器内科で使用する超音波内
視鏡装置等の借上げ、保守点検（年２回）及び故
障修理を実施するもの
※症例数による単価契約 

R2.4.1 ～ R3.4.30
ティーメディクス
（株）

9,855,917 円 2

　高度な医療機器である超音波内視鏡検査機器等の借上げと半田
病院にて所有している機器の保守点検及び修理を行うものである
が、当該機器等の取扱いは、専門業者のみ可能である。
　このため、当該機器等の特約店として、本事業の受託が可能であ
るとともに、症例数による連動単価契約が唯一可能な記載の業者を
契約相手先として選定。

47 病院管理課 滅菌装置保守点検業務委託
手術や治療に使用する器材を滅菌する滅菌装
置の保守点検（年２回）及び故障修理を実施する
もの

R2.4.1 ～ R3.3.31
（株）八神製作所
大府営業所

5,880,160 円 2

　専門性の高い特殊な装置の保守点検及び修理を委託するもので
あり、本業務の実施には当該装置に関する高い知識が必要となる。
　このため、当該装置の県内唯一の特約店として装置に精通すると
ともに、本事業を実施可能な記載の業者を契約相手先として選定。

48 病院管理課
超音波ガストロ内視鏡装置等
の借上に係る長期継続事業

消化器内科、呼吸器内科で使用する超音波ガス
トロ内視鏡装置等の借上げ、保守点検（年２回）
及び故障修理を実施するもの
※症例数による単価契約

R2.4.1 ～ R3.4.30
ティーメディクス
（株）

4,754,750 円 2

　高度な医療機器である超音波ガストロ内視鏡装置等の借上げを
行うものであるが、当該機器等の取扱いは、専門業者のみ可能で
ある。
　このため、当該機器等の特約店として、本事業の受託が可能であ
るとともに、症例数による連動単価契約が唯一可能な記載の業者を
契約相手先として選定。

49 病院管理課
経皮的カテーテル心筋焼灼
手術機器借上

カテーテルを用いた心臓不整脈手術に使用する
機器と、医師の手術計画に基いた必要な機器の
借上げ及び保守点検を実施するもの。 
※機器１台１日当たりの単価契約

R2.4.1 ～ R3.3.31 （株）ＡＰＥＸ 3,009,050 円 2

　特殊性の高い手術に必要不可欠な機器を借上げるものである
が、当該機器の取り扱いは専門業者に限定されており、また、当該
機器に関する高い知識が必要となる。
　このため、当該機器の特約店として機器に精通するとともに、本事
業を唯一実施可能な記載の業者を契約相手先として選定。

50 病院管理課
陰圧維持管理装置の借上に
係る長期継続事業

手術後等の患者に対し、創傷の治癒促進を目的
に使用する器機の借上げと当該機器の安全確
保ならびに保守点検を実施するもの
※単価契約（１患者/最長２８日間）

R2.5.1 ～ R3.4.30
（株）八神製作所
大府営業所

4,824,600 円 2

　外科系患者の創傷治療用陰圧維持管理装置の借上げとその保
守点検を行うものであるが、当該機器の取扱いは、専門業者に限
定されており、また、緊急時においては、２４時間体制による迅速な
対応が必要となる。
　このため、地理的条件を考慮して、当該装置等の取扱代理店で
あり、本事業を唯一実施可能な記載の業者を契約相手先として選
定。

51 病院管理課 小規模医療機器の借上

院内の機器が不足する場合や、特殊用途で患
者数が見込めない機器について、 医師の指導に
基づき借上げ及び保守点検を実施するもの
※機器ごとの単価契約
 

R2.4.3 ～ R3.3.31
（株）八神製作所
大府営業所

2,871,000 円 2

　特殊性の高い治療に必要不可欠な機器を借上げるものである
が、当該機器の取り扱いは専門業者に限定されており専門知識が
必要となる。
　このため、地理的条件を考慮して、当該機器の特約店である記載
の業者を契約相手先として選定。

55 病院管理課
診療材料等ベンチマーク業
務委託

全国の病院の診療材料価格を集積し、データ
ベース化した情報を提供してもらうもの

R2.4.3 ～ R3.3.31
（株）エム・アー
ル・ピー

1,293,600 円 2

　本業務には、全国の診療材料の標準価格を把握し、高度な専門
知識を有するとともに、医療に係る製造メーカーから公平中立な立
場で情報提供を受け、信頼性の高い情報を有していることが必要
である。
　このため、これらの条件を唯一満たし、診療材料の価格交渉支援
システムを保有する記載の業者を契約相手先として選定。

57
放射線技術
科

ＣＴ・ＭＲＩの遠隔読影業務委
託

半田病院において実施したＣＴ・ＭＲＩ検査の読
影を外部の医療機関へ委託するもの 
 ※読影料のみ単価契約（基本料、専用回線使用
料は月額）

R2.4.1 ～ R3.3.31
（株）イー・メディカ
ルソリューションズ

20,413,800 円 2

　高度な専門知識が必要となるＣＴ・ＭＲＩ検査の読影を外部の医療
機関に委託するものであり、本業務の実施には、高度な支援システ
ムと読影において実績のある放射線科専門医が必要となる。
　このため、高度な読影システムを所有し、半田病院が求める診断
水準を唯一満たす記載の業者を契約相手先として選定。

58
放射線技術
科

放射線施設設備の保守管理
業務委託

関係法令で義務付けられている放射性同位元素
（ＲＩ）設備の保守業務及び放射線施設における
線量測定等を実施するもの 
 

R2.4.1 ～ R3.3.31 エスエス技研（株） 3,681,700 円 2

　放射線を取り扱う施設と設備の保守管理業務であり、本業務の実
施には、安全管理に関する高い専門知識を有するとともに、当該設
備等に精通していることが必要となる。
　このため、放射線の安全管理に関し、高い専門知識を有するとと
もに、ＲＩ設備に設置されている機器等の取扱いが愛知県内で唯一
可能な記載の業者を契約相手先として選定。

59
放射線技術
科

個人被曝線量測定管理業務
委託

電離放射線防止規則第８条並びに医療法施工
規則第３０条第１８項及び同条第２７項に基づき、
放射線診療従事者の放射線被曝線量を測定す
るとともに、放射線被曝のデータ管理を委託する
もの
※単価契約

R2.4.1 ～ R3.3.31
（株）千代田テクノ
ル

2,809,224 円 2

　職員の放射線被曝量を測定し、そのデータを管理するものである
が、測定結果は経年管理しているため、当該事業を実施するにあ
たっては、継続的かつ毎年同一の測定方法により実施することが必
要となる。
　このため、当該測定に必要となる設備及び機器を所有するととも
に、当該事業の断続的な実施が唯一可能な記載の業者を契約相
手先として選定。



60
放射線技術
科

核医学検査レポートの遠隔
読影に係る医療機器借上

　核医学検査レポートの遠隔読影に係る医療機
器の借上及び専門性の高い核医学検査の読影
を外部の医療機関へ委託するもの 
 ※読影料のみ単価契約（基本料、専用機器使用
料は月額）

R2.4.1 ～ R3.3.31
兼松エレクトロニク
ス（株） 札幌支店

1,122,000 円 2

　核医学検査レポートの遠隔読影に係る医療機器を借上げ、当該
機器での検査について専門性の高い核医学検査の読影を外部の
医療機関へ委託するものである。
　このため、当該医療機関にて使用している機器の保守点検が唯
一可能な記載の業者を契約相手先として選定。

61
中央臨床検
査科

検体検査委託

中央臨床検査科の機器、設備などで対応できな
い特殊検査及び検査依頼件数が少なく経済性
の伴わない検査項目を外部の臨床検査機関に
委託し検査するもの。 
 ※単価契約（検査項目ごと）

R2.4.1 ～ R3.3.31
（一社）半田市医
師会

10,498,303.2 円 2

　一部の臨床検査を外部の検査機関に委託するものであり、その
検査結果は時系列の管理により患者の経過観察にも利用している
ため、当該業務は、検査・分析方法、基準値等により差異が生じな
いように実施することが必要となる。
　このため、半田病院の医療体制において、当該事業を唯一実施
可能であるとともに、本事業を継続的に受託し、業務内容も良好で
ある記載の業者を契約相手先として選定。

62
中央臨床検
査科

特殊検査委託

中央臨床検査科の機器、設備などで対応できな
い特殊検査及び検査依頼件数が少なく経済性
の伴わない検査項目を外部の臨床検査機関に
委託し検査するもの。 
 ※単価契約（検査項目ごと）

R2.4.1 ～ R3.3.31
（株）エスアールエ
ル

56,958,064.9 円 2

  一部の臨床検査を外部の検査機関に委託するものであり、その検
査結果は時系列の管理により患者の経過観察にも利用しているた
め、当該事業は、検査・分析方法、基準値等により差異が生じない
ようにすることが必要となる。
　このため、半田病院の医療体制において、当該事業を唯一実施
可能であるとともに、本事業を継続的に受託し、業務内容を良好で
ある記載の業者を契約相手先として選定。

64 税務課
令和２年度　個人市県民税・
軽自動車税納税通知書等印
刷

個人市県民税・軽自動車税納税通知書等の印
刷を行うもの

R2.4.1 ～ R2.6.30
西日本電信電話
（株） 名古屋支店

2,998,600 円 2

　現在運用中のシステムのデータを使って、外部委託により納税通
知書を作成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
契約相手先として選定。

66 総務課
半田市例規集データ管理委
託

平成１５年度にデータベース化され、庁内ＬＡＮ
にて運用されている半田市例規システムについ
て、令和２年度中に制定・改廃された条例等の
データ更新を行うとともに、加除式例規集の追録
集を発行するもの 
 

R2.4.1 ～ R3.3.31
（株）ぎょうせい 東
海支社

2,992,000 円 2

　例規システム上のデータを更新するとともに、既存の加除式例規
集追録作業を行うものであるが、この事業の受託には、例規システ
ムにおいて過去の改正履歴情報を利用できることが必要となる。
  このため、過去の改正履歴を利用可能な例規システムを有すると
ともに、本事業を施行可能な記載の業者を契約相手先として選定。

70
クリーンセン
ター

公共資源回収ステーション運
営委託

市民の資源排出機会拡大のため、公共資源回
収ステーション（２か所）の運営を委託するもの R2.4.1 ～ R2.4.30

（株）エイゼン 半
田営業所

1,142,483 円 2

　公共資源回収ステーションの運営を委託するものであり、市民が
排出する資源を受け入れるための人員・資機材の体制が整ってい
るとともに、資源をリサイクルするためのルートを確保している必要
がある。
　このため、令和元年度から指名競争入札により本事業を受託し、
業務内容が良好であるとともに、年度当初からの受託が唯一可能
な記載の業者を契約相手先として選定。

71 生涯学習課
半田市福祉文化会館駐車場
管理システム保守点検委託
に係る長期継続事業

駐車場管理システムの保守点検を委託するもの R2.4.1 ～ R3.4.30
（株）日本メカトロ
ニクス

1,489,582 円 2

　現在導入している駐車場管理システムの保守点検を行うものであ
り、その取扱いは製造会社が特約代理店として指定した業者のみ
可能である。
　このため、当該システムの開発業者である記載の業者を契約相手
先として選定。

73 病院管理課
呼吸器・循環器関連医療機
器の借上に係る長期継続事
業

呼吸器・循環器の患者へ貸与する医療機器等の
借上と当該装置の安全性確保及び治療の質的
向上を図るための保守点検を実施するもの 
 

R2.5.1 ～ R3.4.30 （株）エバ 66,404,272 円 2

　在宅用治療装置の借上げとその保守点検を行うものであるが、当
該装置の取扱いは専門業者に限定されており、また、緊急時にお
いては、２４時間体制による迅速な対応が必要となる。
　このため、地理的条件を考慮して、当該装置等の特約店として、
本事業を唯一受託が可能な記載の業者を契約相手先として選定。

74 病院管理課
半田病院エレベーター設備
保守点検業務委託に係る長
期継続事業

半田病院のエレベーター設備について、来院保
守点検、遠隔保守点検、法廷検査の各種業務を
委託するもの

R2.5.1 ～ R3.4.30
フジテック（株） 中
部支社　名古屋
支店

5,864,100 円 2

　設置後２０年以上経過したエレベーターを含む保守点検業務で
あるため、製造会社として、当該エレベーターに精通するとともに部
品供給期間（製造終了後２０年）を経過した保守部品についても調
達が可能な記載の業者を契約相手先として選定。

77 病院管理課
半田病院中央手術室環境管
理者派遣

中央手術室の清掃等の環境管理業務対応を実
施するもの 

R2.4.1 ～ R2.5.29
（株）ホットスタッフ
半田

1,158,300 円 2

　中央手術室における各手術室の特性に合わせた術前準備作業
を含む環境管理業務であり、業務の履行には、配置される職員に
安定した高い質が求められる。
　このため、令和元年度から指名競争入札により本事業を受託し、
業務内容が良好であるとともに、年度当初からの受託が唯一可能
な記載の業者を契約相手先として選定。

81 病院管理課
半田市立半田病院院内保育
所給食調理業務委託

半田市立半田病院院内保育所の給食調理業務
を委託するもの
※単価契約

R2.4.1 ～ R3.3.31
日本ゼネラルフー
ド（株）

1,259,005 円 6

　半田病院内の厨房を使用し、院内保育所で預かる児童の給食調
理を委託するものであり、現在、同病院内の厨房で患者給食調理
業務を受注し、新たな設備費、備品購入費及び人件費を投入せず
に、本業務を施行可能である　記載の業者を契約相手先として選
定。

82 国保年金課 特定健康診査委託

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき
義務化された糖尿病等の生活習慣病を予防する
ための健診を実施するもの 
※単価契約

R2.4.25 ～ R3.3.31
（一社）半田市医
師会

216,822,204 円 2

　生活習慣病の予防を目的とする健診を市内医療機関との連携に
より実施するものであり、公衆衛生活動を目的として設立された市
内唯一の組織で、市内医療機関との連携により、本事業を実施す
ることが可能な記載の業者を契約相手先として選定。

83 国保年金課 特定保健指導委託

国民健康保険加入者に対し実施した、特定検診
において生活習慣の改善が必要と判断された者
に保健指導を実施するもの
※単価契約

R2.4.25 ～ R3.3.31
（一社）半田市医
師会

3,783,895 円 2

　半田市が実施した特定健診において、健康保持が必要とされた
者に対し、医師による保健指導を市内医療機関との連携により実施
するものであり、公衆衛生活動を目的として設立された市内唯一の
組織であり、市内医療機関との連携により、本事業を実施すること
が可能な記載の業者を契約相手先として選定。

84
放射線技術
科

核医学用ガンマカメラ２台の
保守点検業務委託に係る長
期継続事業

当該機器による診断、治療等を適切かつ安全に
行うため、厚生労働省令に基づき保守点検（期
間内３回）、復旧修理を行うもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30

島津メディカルシ
ステムズ（株） 名
古屋支店名古屋
営業所

4,388,340 円 2

　専門性の高い医療用特殊機器の保守点検業務であり、本業務の
実施には当該機器に関する高い知識と故障発生時において速や
かな対応が必要となるため、当該機器の製造業者として機器に精
通するとともに、本事業を唯一実施可能な記載の業者を契約相手
先として選定。



85
放射線技術
科

内視鏡用多目的TV装置の保
守点検業務委託に係る長期
継続事業

当該機器による診断、治療等を適切かつ安全に
行うため、厚生労働省令に基づき保守点検（期
間内２回）、復旧修理を行うもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30

島津メディカルシ
ステムズ（株） 名
古屋支店名古屋
営業所

3,849,780 円 2

　専門性の高い医療用特殊機器の保守点検業務であり、本業務の
実施には当該機器に関する高い知識と故障発生時において速や
かな対応が必要となるため、当該機器の製造業者として機器に精
通するとともに、本事業を唯一実施可能な記載の業者を契約相手
先として選定。

86
放射線技術
科

MRI装置２台と外科用イメー
ジ３台の保守点検業務委託
に係る長期継続事業

当該機器による診断、治療等を適切かつ安全に
行うため、厚生労働省令に基づき保守点検（期
間内４回）、復旧修理を行うもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30
シーメンスヘルス
ケア（株） 中部営
業所

36,069,000 円 2

専門性の高い医療用特殊機器の保守点検業務であり、本業務の
実施には当該機器に関する高い知識と故障発生時において速や
かな対応が必要となるため、当該機器の製造業者として機器に精
通するとともに、本事業を唯一実施可能な記載の業者を契約相手
先として選定。

87
放射線技術
科

一般撮影用画像処理システ
ムの保守点検業務委託に係
る長期継続事業

当該機器による診断、治療等を適切かつ安全に
行うため、厚生労働省令に基づき保守点検（期
間内４回）、復旧修理を行うもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30
富士フイルムメ
ディカル（株） 中
部支社

10,438,560 円 2

　専門性の高い医療用特殊機器の保守点検業務であり、本業務の
実施には当該機器に関する高い知識と故障発生時において速や
かな対応が必要となるため、当該機器の製造業者として機器に精
通するとともに、本事業を唯一実施可能な記載の業者を契約相手
先として選定。

88
放射線技術
科

治療用ＣＴ装置の保守点検
業務委託に係る長期継続事
業

当該機器による診断、治療等を適切かつ安全に
行うため、厚生労働省令に基づき保守点検（期
間内２回）、復旧修理を行うもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30
ＧＥヘルスケア・
ジャパン（株） 名
古屋支店

3,300,000 円 2

　専門性の高い医療用特殊機器の保守点検業務であり、本業務の
実施には当該機器に関する高い知識と故障発生時において速や
かな対応が必要となるため、当該機器の製造業者として機器に精
通するとともに、本事業を唯一実施可能な記載の業者を契約相手
先として選定。

89
放射線技術
科

放射線治療システムの保守
点検業務委託に係る長期継
続事業

当該機器による診断、治療等を適切かつ安全に
行うため、厚生労働省令に基づき保守点検（期
間内４回）、復旧修理を行うもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30
（株）バリアンメ
ディカルシステム
ズ

22,631,400 円 2

　専門性の高い医療用特殊機器の保守点検業務であり、本業務の
実施には当該機器に関する高い知識と故障発生時において速や
かな対応が必要となるため、当該機器の製造業者といて機器に精
通するとともに、本事業を唯一実施可能な記載の業者を契約相手
先として選定。

90
放射線技術
科

消化器用TV装置の保守点検
業務委託に係る長期継続事
業

当該機器による診断、治療等を適切かつ安全に
行うため、厚生労働省令に基づき、保守点検（期
間内２回）、FPDキャリブレーション（期間内４
回）、復旧修理を行うもの

R2.5.1 ～ R3.4.30
日立ヘルスケアシ
ステムズ（株） 中
部・北陸支店

3,850,440 円 2

専門性の高い医療用特殊機器の保守点検業務であり、本業務の
実施には当該機器に関する高い知識と故障発生時において速や
かな対応が必要となるため、当該機器の製造業者として機器に精
通するとともに、本事業を唯一実施可能な記載の業者を契約相手
先として選定。

91
放射線技術
科

多目的用TV装置と泌尿器科
用TV装置の保守点検業務委
託に係る長期継続事業

当該機器による診断、治療等を適切かつ安全に
行うため、厚生労働省令に基づき保守点検（期
間内１回）、復旧修理を行うもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30

島津メディカルシ
ステムズ（株） 名
古屋支店名古屋
営業所

3,079,956 円 2

　専門性の高い医療用特殊機器の保守点検業務であり、本業務の
実施には当該機器に関する高い知識と故障発生時において速や
かな対応が必要となるため、当該機器の製造業者として機器に精
通するとともに、本事業を唯一実施可能な記載の業者を契約相手
先として選定。

92
放射線技術
科

結石破砕装置の保守点検業
務委託に係る長期継続事業

当該機器による診断、治療等を適切かつ安全に
行うため、厚生労働省令に基づき保守点検（期
間内２回）、軽点検（期間内２回）、復旧修理を行
うもの

R2.5.1 ～ R3.4.30
（株）八神製作所
大府営業所

3,849,120 円 2

　専門性の高い医療用特殊機器の保守点検業務であり、本業務の
実施には当該機器に関する高い知識と故障発生時において速や
かな対応が必要となるため、当該機器の製造業者として機器に精
通するとともに、本事業を唯一実施可能な記載の業者を契約相手
先として選定。

93
放射線技術
科

MRI用画像処理装置の保守
点検業務委託に係る長期継
続事業

装置に故障、不具合が発生した場合、速やかに
サービス技術者を派遣し、復旧修理を行うもの 
（定期点検１回含む）

R2.5.1 ～ R3.4.30
キヤノンメディカル
システムズ（株）
愛知支店

1,429,956 円 2
　専門性の高い医療用特殊機器の保守点検業務であるため、製造
業者として、当該機器に精通するとともに、迅速な対応が可能な記
載の業者を契約相手先として選定。

94
放射線技術
科

乳房撮影装置（マンモグラ
フィー）の保守点検業務委託
に係る長期継続事業

当該機器による診断、治療等を適切かつ安全に
行うため、厚生労働省令に基づき保守点検（期
間内２回）、リモート点検（期間内１２回）、復旧修
理を行うもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30
富士フイルムメ
ディカル（株） 中
部支社

2,989,800 円 2

　専門性の高い医療用特殊機器の保守点検業務であり、本業務の
実施には当該機器に関する高い知識と故障発生時において速や
かな対応が必要となるため、当該機器の製造業者として機器に精
通するとともに、本事業を唯一実施可能な記載の業者を契約相手
先として選定。

95
放射線技術
科

頭部Ｘ線ナイフシステムの保
守点検業務委託に係る長期
継続事業

当該機器による診断、治療等を適切かつ安全に
行うため、厚生労働省令に基づき保守点検（期
間内２回）、復旧修理を行うもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30
（株）八神製作所
大府営業所

1,775,400 円 2

　専門性の高い医療用特殊機器の保守点検業務であり、本業務の
実施には当該機器に関する高い知識と故障発生時において速や
かな対応が必要となるため、当該機器の製造業者として機器に精
通するとともに、本事業を唯一実施可能な記載の業者を契約相手
先として選定。

96
放射線技術
科

体幹部Ｘ線ナイフシステムの
保守点検業務委託に係る長
期継続事業

当該機器による診断、治療等を適切かつ安全に
行うため、厚生労働省令に基づき保守点検（期
間内１回）、復旧修理を行うもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30
（株）八神製作所
大府営業所

2,085,600 円 2

　専門性の高い医療用特殊機器の保守点検業務であり、本業務の
実施には当該機器に関する高い知識と故障発生時において速や
かな対応が必要となるため、当該機器の製造業者として機器に精
通するとともに、本事業を唯一実施可能な記載の業者を契約相手
先として選定。

97
放射線技術
科

一般撮影装置の保守点検業
務委託に係る長期継続事業

当該機器による診断、治療等を適切かつ安全に
行うため、厚生労働省令に基づき保守点検（期
間内１回）、復旧修理を行うもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30

島津メディカルシ
ステムズ（株） 名
古屋支店名古屋
営業所

1,402,500 円 2

　専門性の高い医療用特殊機器の保守点検業務であり、本業務の
実施には当該機器に関する高い知識と故障発生時において速や
かな対応が必要となるため、当該機器の製造業者として機器に精
通するとともに、本事業を唯一実施可能な記載の業者を契約相手
先として選定。

98
放射線技術
科

乳房撮影用画像ビューアの
保守点検業務委託に係る長
期継続事業

当該機器による診断、治療等を適切かつ安全に
行うため、厚生労働省令に基づき保守点検（期
間内１回）、復旧修理を行うもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30
（株）八神製作所
大府営業所

2,164,800 円 2

専門性の高い医療用特殊機器の保守点検業務であり、本業務の
実施には当該機器に関する高い知識と故障発生時において速や
かな対応が必要となるため、当該機器の製造業者として機器に精
通するとともに、本事業を唯一実施可能な記載の業者を契約相手
先として選定。



99
放射線技術
科

ポータブル撮影用画像処理
システムの保守点検業務委
託に係る長期継続事業

当該機器による診断、治療等を適切かつ安全に
行うため、厚生労働省令に基づき、保守点検（期
間内２回）を行うもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30

コニカミノルタジャ
パン（株） ヘルス
ケアカンパニー
名古屋営業所

1,782,000 円 2
　専門性の高い医療用特殊機器の修繕業務であるため、製造業者
として、当該機器に精通するとともに、迅速な対応が可能な記載の
業者を契約相手先として選定。

100 企画課
社会保障・税番号制度デー
タ標準レイアウト改版対応業
務委託

社会保障・税番号制度における情報連携に関し
て、令和２年６月の特定個人情報のデータレイア
ウト変更（改版）に伴う作業を実施するもの

R2.4.14 ～ R2.7.15
西日本電信電話
（株） 名古屋支店

7,260,000 円 2

　現在運用中の総合行政システム及び介護保険システムを改修す
るものであるため、第３次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契約相手先として選
定。

102 病院管理課 計画手術機器の借上
人工関節の埋込など治療計画が決定し、日程が
定められている手術に使う手術機器を借り上げる
もの 

R2.4.3 ～ R3.3.31
（株）八神製作所
大府営業所

1,904,760 円 2

人工関節の埋込等の特殊性の高い手術に必要不可欠な機器を一
括して借上げるものであるが、当該機器の取扱いは専門業者に限
定されており専門知識が必要となる。
　このため、地理的条件を考慮して、当該機器の特約店である記載
の業者を契約相手先として選定。

103 病院管理課
緊急手術機器の借上に係る
長期継続事業

緊急性が高い手術に用いられる使用頻度の低い
手術機材と、また手術機材が不足する場合にも
定められた機材に対し賃借を行うもの

R2.5.1 ～ R3.4.30
（株）八神製作所
大府営業所

1,611,720 円 2

　緊急手術に必要不可欠な機器を一括して借り上げるものである
が、当該機器の取り扱いは専門業者に限定されており、また、２４時
間体制による迅速な対応が必要となる。
　このため、地理的条件を考慮して、当該機器の特約店である記載
の業者を契約相手先として選定。

104 病院管理課
在宅酸素濃縮装置等の借上
に係る長期継続事業

慢性呼吸不全、肺高血圧症などの患者が、自宅
で酸素の投与を受けるため機器（酸素濃縮装
置、携帯用酸素ボンベ）の借上を実施するもの 
※単価契約

R2.5.1 ～ R3.4.30
（株）八神製作所
大府営業所

1,750,980 円 2

　在宅用治療装置の借上げとその保守点検を行うものであるが、当
該装置の取扱いは専門業者に限定されており、また、緊急時にお
いては、２４時間体制による迅速な対応が必要となる。
　このため、地理的条件を考慮して、当該装置等の特約店である記
載の業者を契約相手先として選定。

105 病院管理課
自動腹膜灌流装置の借上に
係る長期継続事業

慢性腎不全の患者が、自宅で透析治療を受ける
ため機器（腹膜透析装置、紫外線殺菌器）の借
上を実施するもの
※単価契約

R2.5.1 ～ R3.4.30 バクスター（株） 1,974,720 円 2

　在宅用治療装置の借上げとその保守点検を行うものであるが、当
該装置の取扱いは専門業者に限定されており、また、緊急時にお
いては２４時間体制による迅速な対応が必要となる。
　このため、当該装置の製造者として、本事業を唯一受託可能な記
載の業者を契約相手先として選定。

106 病院管理課
超音波骨折治療器の借上に
係る長期継続事業

入院及び在宅骨折治療患者に使用する治療器
の借上げと当該機器の安全性の確保及び質的
向上を図るため保守点検（一か月毎）を実施する
もの
※単価契約

R2.5.1 ～ R3.4.30
帝人在宅医療
（株）

1,418,120 円 2

　入院、在宅治療用の骨折治療器の借上げ及び保守点検を行うも
のであるが、当該装置の取扱いは専門業者に限定されており、ま
た、緊急時においては、２４時間体制による迅速な対応が必要とな
る。
　このため、地理的条件を考慮して、当該装置の特約店である記載
の業者を契約相手先として選定。

110
放射線技術
科

心内心電図解析装置の保守
点検業務委託に係る長期継
続事業

当該機器による診断、治療等を適切かつ安全に
行うため、厚生労働省令に基づき保守点検（期
間内１回）、復旧修理を行うもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30 （株）ＡＰＥＸ 3,850,000 円 2

　専門性の高い医療用特殊機器の保守点検業務であり、本業務の
実施には当該機器に関する高い知識と故障発生時において速や
かな対応が必要となるため、当該機器の製造業者として機器に精
通するとともに、本事業を唯一実施可能な記載の業者を契約相手
先として選定。

111 土木課
嘱託登記に関する業務委託
（不動産の表示に関する登
記・測量業務）

不動産の表示に関する測量、登記の嘱託及びこ
れに付随する諸手続（現況測量、後退用地の測
量、境界測量、分筆等）について委託するもの
※単価契約

R2.4.11 ～ R3.3.31
（公社）愛知県公
共嘱託登記土地
家屋調査士協会

27,579,669 円 2

　市が実施する土地の取得、処分、管理等の公共事業に関する用
地測量、分筆登記等の一連の嘱託登記関連業務を委託するもの
であるため、公共嘱託登記を行うために設立された唯一の団体であ
り、当該事業を実施可能な記載の業者を契約相手先として選定。

113
医療情報管
理室

集中治療室支援システム保
守業務委託

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

R2.5.1 ～ R2.12.31
日本光電工業
（株） 中部支店
病院営業部

1,320,000 円 2

　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契約相手
先として選定。

114
医療情報管
理室

生理検査システム保守業務
委託

心電図や超音波などの検査情報を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

R2.5.1 ～ R2.12.31
日本光電工業
（株） 中部支店
病院営業部

1,991,000 円 2

　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
契約相手先として選定。

115
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、サーバースイッ
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
な復旧作業等を行うもの

R2.5.1 ～ R2.12.31
（株）富士通エフ
サス 東海支社

3,643,200 円 2

　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契約相手先として選定。

116
医療情報管
理室

第４次半田病院総合医療情
報システム保守業務委託

第４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、障害発生時には迅速に復旧するための
操作・質問回答等の支援を委託により実施するも
の

R2.5.1 ～ R2.12.31
富士通（株） 東海
支社

44,358,600 円 2

　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契約相手先として選定。

117
医療情報管
理室

情報系パソコン導入支援委
託

インターネット閲覧用に情報系パソコンを導入
し、既に導入済みの医療系・情報系パソコンと同
レベルの保守・運用サポートを実施するもの

R2.4.22 ～ R2.6.30
（株）富士通エフ
サス 東海支社

2,277,000 円 2

　パソコン導入後、既に導入済みの医療系・情報系パソコンと同
様、総合医療情報システム事業内で既存セキュリティ対策、リモート
監視などの保守サポート等を行うことから、当該事業の契約先であ
り、本事業を唯一実施可能な記載の業者を契約相手先として選
定。



118 学校教育課
小中学校・幼稚園施設警備
業務委託に係る長期継続事
業

小学校、中学校、幼稚園において機械警備を行
うもの

R2.5.1 ～ R3.4.30 セコム（株） 2,296,800 円 6

　市内小中学校等の警備業務を委託するものであり、通常時から機
器による警備を行い、異常発生時には警備会社の職員が現場へ急
行し対応するものであるため、機器の設置、調整と警備業務が一体
となっており、本事業を他社へ委託するためには機器の設置費用
等が多く発生する。
　このため、平成３年度から本事業を受託し業務内容が良好であ
り、かつ他社とのコスト比較で安価である記載の業者を契約相手先
として選定。

119 学校教育課
小中学校・幼稚園高圧受電
装置保守点検業務委託に係
る長期継続事業

電気事業法が定める自家用電気工作物の自主
保安として、その保安管理業務を外部事業者に
委託するもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30
（一財）中部電気
保安協会 半田営
業所

5,654,880 円 2

　電気事業法施行規則第５２条の２に規定される保安業務従事者
により実施するものであるため、保安管理業務の受託者として、当
該従事者の配置が可能であるとともに、本市内に事業所を有し、緊
急時等においても速やかな対応が可能な記載の業者を契約相手
先として選定。

120 学校教育課 小中学校Ｑ－Ｕ検査委託

いじめや不登校などの問題行動の予防・対策の
ため、Ｑ－Ｕ検査の実施と分析結果の提供を受
けるもの（年２回実施）
※単価契約 

R2.4.10 ～ R2.12.28
(有)若葉書房　市
野商店

1,213,509 円 2

　検査用紙の販売から分析結果の提供まで供給可能な取扱代理
店が指定されているため、当該検査用紙の知多管内唯一の取扱代
理店であり、本事業を実施可能な記載の業者を契約相手先として
選定。

121
クリーンセン
ター

ごみ収集運搬業務委託（Ａ）
に係る長期継続事業

市内指定地域内における可燃物及び不燃物、
ペットボトルの収集運搬 業務を委託するもの

R2.5.1 ～ R3.4.30 衣浦環境（株） 73,590,000 円 2

　公共下水道の普及に伴い、市内汲取り業者の転換業務として実
施しているものである。
　このため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく委託基
準を満たすとともに、当該業務を昭和６０年度から受託し、その業務
内容も良好な記載の市内業者を契約相手先として選定。

122
クリーンセン
ター

ごみ収集運搬業務委託（Ｂ）
に係る長期継続事業

市内指定地域内における可燃物及び不燃物、
ペットボトルの収集運搬業務を委託するもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30 （有）皆貴 73,700,000 円 2

　公共下水道の普及に伴い、市内汲取り業者の転換業務として実
施しているものである。
　このため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく委託基
準を満たすとともに、当該業務を平成３年度から受託し、その業務
内容も良好な記載の市内業者を契約相手先として選定。

123
クリーンセン
ター

ごみ収集運搬業務委託（Ｃ）
に係る長期継続事業

市内指定地域内における可燃物及び不燃物、
ペットボトルの収集運搬業務を委託するもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30 （有）早川衛生社 73,040,000 円 2

　公共下水道の普及に伴い、市内汲取り業者の転換業務として実
施しているものである。
　このため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく委託基
準を満たすとともに、当該業務を平成１４年度から受託し、その業務
内容も良好な記載の市内業者を契約相手先として選定。

124
クリーンセン
ター

プラスチック製容器包装収集
運搬業務委託に係る長期継
続事業

市内全域におけるプラスチック製容器包装の収
集運搬業務を委託するもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30 東海衛生（有） 44,272,800 円 2

　公共下水道の普及に伴い、市内汲取り業者の転換業務として実
施しているものである。
　このため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく委託基
準を満たすとともに、当該業務を平成２５年度から受託し、その業務
内容も良好な記載の市内業者を契約相手先として選定。

125 防災交通課
ＭＣＡ無線保守点検業務委
託に係る長期継続事業

MCA無線システムの保守点検を委託するもの 
（点検：年１回）

R2.5.1 ～ R3.4.30
（株）カナデン 中
部支店

3,377,000 円 2

　災害時の情報伝達手段であるＭＣＡ無線システムの保守点検を
行うものであるが、当該システムは、記載の業者が業務内容に合わ
せ、本市独自のシステムに構築したものである。
　このため、当該システムの構築業者である記載の業者を契約相手
先として選定。

126
保健セン
ター

がん検診推進事業委託

国が定める「新たなステージに入ったがん検診の
総合支援事業実施要綱」に基づき、子宮頸がん
（本年度２０歳となった女性）と乳がん（本年度４０
歳となった女性）について、無料がん検診を実施
するもの
※単価契約

R2.4.27 ～ R3.3.31
（一社）半田市医
師会

1,051,000 円 2

　国の「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」におい
て定める特定のがん検診を市内医療機関との連携により実施する
ものであり、当該検診は統一的な検査方法により実施することが必
要となる。
　このため、公衆衛生活動を目的として設立された市内唯一の組織
であり、市内医療機関との連携により本事業を実施可能な記載の
業者を契約相手先として選定。

127
保健セン
ター

各種がん検診等委託

多種類のがん検診等を市内医療機関と連携して
実施するもの
（肺がん、大腸がん、胃がん、子宮頸がん、乳が
ん、前立腺がん、腹部検査、８種類のセットがん
検診、骨粗しょう症検査、肝炎ウイルス検査）
※単価契約

R2.4.27 ～ R3.3.31
（一社）半田市医
師会

59,892,700 円 2

　多種類のがん検診等を市内医療機関と連携して実施するもので
あり、公衆衛生活動を目的として設立された市内唯一の組織で、市
内医療機関との連携により、本事業を実施可能な記載の業者を契
約相手先として選定。

131
中央臨床検
査科

全自動輸血検査システム保
守点検業務委託に係る長期
継続事業

当該システムの状態を常に適正に維持するため
の保守点検業務（年２回）及び故障時の迅速な
修理を委託するもの

R2.5.1 ～ R3.4.30 （株）カーク 1,663,200 円 2
　医療用特殊機器の保守点検業務であり、当該システムに精通した
専門業者しか取り扱うことができないため、当該機器の愛知県内で
唯一の取扱代理店である記載の業者を契約相手先として選定。

132 収納課
市税等収納代行事務委託に
係る長期継続事業

市税及び保険料納付の利便性向上を図るため、
コンビニエンスストアにおける収納を実施するも
のであり、現行の受託業者が開発したシステムを
引き続き利用するもの 
 （業務内容：コンビニエンスストアで収納した半田
市市税等の収納データ送信及び収納金送金な
どの収納代行業務 ）
 ※単価契約

R2.5.1 ～ R3.4.30
三菱ＵＦＪニコス
（株）

6,831,000 円 2

コンビニエンスストアで収納した市税等を公金として入金する業務
を代行するものであり、当該業務の実施には、総合行政システムと
の連携及び本市指定金融機関との綿密な調整が必要となるため、
現行の収納業務において、当該システムとの連携及び当該金融機
関との調整が唯一可能である記載の業者を契約相手先として選
定。

133 上水道課
半田市水道料金等収納代行
事務委託に係る長期継続事
業

水道料金等に関する納付の利便性を向上させる
ため、コンビニエンスストアにおける収納を実施
するものであり、現行の受託業者が開発したシス
テムを引き続き利用するもの 
（業務内容： コンビニエンスストアで収納した水道
料金等の収納データ送信及び収納金送金など
の収納代行業務 ）

R2.5.1 ～ R3.4.30
三菱ＵＦＪニコス
（株）

3,234,000 円 2

　コンビニエンスストアで収納した水道料金等を公金として入金する
業務を代行するものであり、当該業務の実施には、総合行政システ
ムとの連携及び本市指定金融機関との綿密な調整が必要となるた
め、現行の収納業務において、当該システムとの連携及び当該金
融機関との調整が唯一可能である記載の業者を契約相手先として
選定。

134 企画課
中間サーバ更改に伴う団体
内統合宛名システム動作検
証作業業務委託

自治体中間サーバー・プラットフォームのシステ
ム更改に伴い、次期中間サーバーへ移行のため
に必要となる動作検証を実施するもの

R2.4.14 ～ R3.3.1
西日本電信電話
（株） 名古屋支店

1,936,000 円 2

　中間サーバ・プラットフォームの更改に伴い必要となる庁内システ
ムとの連携テストを実施するものであり、第３次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
契約相手先として選定。



135 高齢介護課
半田市緊急通報システム業
務委託に係る長期継続事業

65歳以上のひとり暮らしや高齢者世帯等に緊急
通報装置を設置し、24時間体制で緊急通報に対
応するとともに、電話による安否確認を定期的に
行うもの 
 ※単価契約 

R2.5.1 ～ R3.4.30
ＡＬＳＯＫあんしん
ケアサポート（株）

2,525,448 円 6

　利用者宅の安否確認を定期的に行うもので、緊急通報装置により
緊急通報を受信した際には、専門的な知識を有する者が応急的な
助言を行うものである。装置の設置、調整と緊急対応業務が一体と
なっており、本事業を他社へ委託するためには装置の入替作業等
を改めてする必要があり、利用者に不利益を被る恐れがあり、装置
の設置費用等が多く発生する。
　このため、平成２６年度から本事業を受託し業務内容が良好であ
り、かつ他社とのコスト比較で安価である記載の業者を契約相手先
として選定。

136
中央臨床検
査科

血液ガス分析装置保守点検
業務委託に係る長期継続事
業

当該機器の状態を常に適正に維持するための
保守点検（年１回）及び故障予防と故障時の迅
速な修理を委託するもの

R2.5.1 ～ R3.4.30
（株）八神製作所
大府営業所

2,376,000 円 2
　医療用特殊機器の保守点検業務であり、当該システムに精通した
専門業者しか取り扱うことができないため、当該機器の特約店であ
る記載の業者を契約相手先として選定。

137 税務課
エルタックスデータ受信シ
ステムの使用に係る長期継
続事業

法人市民税、償却資産の電子申告等や個人住
民税における公的年金からの特別徴収に伴う
データ送受信サービスを可能とするため、地方共
同法人地方税共同機構との間に導入構築したエ
ルタックスシステムの使用料を支払うもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30
日本電気（株） 東
海支社

2,706,000 円 2
 平成２１年度に導入したエルタックスシステムの使用料を支払うもの
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契約相
手先として選定。

138 税務課
国税連携データ受信システ
ムの使用に係る長期継続事
業

個人住民税の課税資料である所得税の確定申
告書のデータ送受信サービスを可能とするため、
地方共同法人地方税共同機構との間に導入構
築した国税連携データ受信システムの使用料を
支払うもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30
日本電気（株） 東
海支社

2,178,000 円 2
　平成２２年度に導入した国税連携データ受信システムのシステム
利用料を支払うものであるため、当該システムの開発業者である記
載の業者を契約相手先として選定。

139 議事課
会議録検索システムの使用
に係る長期継続事業

庁内ＬＡＮに接続している会議録検索システム及
びインターネット版検索システムを使用するもの 
※インターネット版検索システム利用料を含む 

R2.5.1 ～ R3.4.30
（株）会議録研究
所

1,412,400 円 2

　検索ソフトと会議録データを含む会議録検索システムを使用する
ものであり、本事業の実施には、蓄積された会議録データを使用し
て、過去の会議録を検索す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とともに、平成１５年度
から継続してデータの蓄積があり、本事業の実施が可能な記載の
業者を契約相手先として選定。

140
クリーンセン
ター

し尿収集運搬業務委託に係
る長期継続事業

市内全域のし尿汲み取り収集及び中部知多衛
生組合し尿処理施設への運搬搬入するもの

R2.4.25 ～ R3.4.30 東海衛生（有） 24,090,000 円 2

　市民生活に欠くことのできない業務であり、市の「一般廃棄物処理
基本計画」に基づき迅速かつ適切に実施することが必要となる。こ
のため、当該業務の特殊性及び過去の経緯等を考慮して、廃棄物
の処理及び清掃に関する法律が定める基準を満たすとともに、し尿
収集用特殊車両を保有している記載の業者を、契約相手先として
選定。

142 市民課
個人番号カード交付システ
ム借上

令和２年度以降に大幅に増加が見込まれる個人
番号カードの申請及び交付事務を円滑に進める
ため、住基ネット統合端末を増設するもの

R2.4.22 ～ R3.3.31
西日本電信電話
（株） 名古屋支店

1,753,653 円 2

　現在運用中の住基ネットサーバと一体で管理・運用する必要があ
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契約相手先として選
定。

143 防災交通課
半田市雁宿駐車場料金シス
テム年間保守業務委託に係
る長期継続事業

半田市雁宿駐車場料金システムの保守点検（定
期点検：年４回、緊急保守、通常保守）を委託す
るもの

R2.5.1 ～ R3.4.30
（株）日本メカトロ
ニクス

1,540,000 円 2

　雁宿駐車場における料金システムの保守点検業務であり、当該シ
ステムの特殊性から、その取扱いは製造会社が指定した業者のみ
可能である。
　このため、当該システムの製造業者であるアマノ(株)と駐車場機器
特約代理店契約を結び、本事業を唯一実施可能な記載の業者を
契約相手先として選定。

144 防災交通課
半田市雁宿駐車場防犯等警
備業務委託に係る長期継続
事業

半田市雁宿駐車場防犯等警備を委託するもの R2.5.1 ～ R3.4.30 セコム（株） 1,280,400 円 2

　平成２８年度に設置した警報装置及び防犯カメラ等を含むセキュ
リティシステムを使用して雁宿駐車場の防犯等警備業務を委託する
ものであり、当該システムの対応は導入した警備会社にのみ可能で
あるため、当該システムの導入業者であり、本事業を唯一実施可能
な記載の業者を契約相手先として選定。

145 防災交通課
半田市防災気象情報支援シ
ステム使用に係る長期継続
事業

災害発生時における緊急配備等を迅速かつ的
確に判断するため、その意思決定に必要な情報
提供システムを使用するもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30
（株）ウェザー
ニューズ

1,881,000 円 2

　防災対策に必要となる支援システムを使用するものであり、当該
業務で導入するシステムには、高度な気象情報の提供及び災害時
における職員参集支援の機能が必要である。
　このため、これらの機能を有するシステムを唯一保有するととも
に、本事業を実施可能な記載の業者を、契約相手先として選定。

146 土木課
知多半田駅エレベーター保
守点検業務委託に係る長期
継続事業

知多半田駅エレベーターの２４時間の遠隔監視
及び保守点検業務（２基）を委託するもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30
（株）日立ビルシス
テム 中部支社

1,821,600 円 2

　遠隔モニタリング機能の付いた日立製エレベーターの保守点検
業務であるため、当該エレベーターの保守専門業者として、機器に
精通するとともに、故障発生時においても迅速な対応が可能な記
載の業者を契約相手先として選定。

147 税務課
地理情報システムデータ
セットアップ業務委託

最新の地番図データを、半田市地図情報システ
ム（統合型GIS）へ更新データの登録（全３回）を
行うもの 

R2.5.1 ～ R2.12.11
国際航業（株） 名
古屋支店

1,100,000 円 2

　半田市地図情報システム（統合型ＧＩＳ）に対して地番図の更新
データを登録する業務であるため、現システムの構築・保守業者で
あり、本事業が唯一実施が可能な記載の業者を契約相手先として
選定。

151
子育て支援
課

子育て支援ネットワークシ
ステム使用に係る長期継続
事業

妊娠中・子育て中の家庭と地域の子育て支援施
設や子育て支援活動団体をつなぎ、個別に子育
てに関する情報を提供するシステムの使用をす
るもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30
パーソルワークス
デザイン（株）

1,017,500 円 2
　平成22年度に導入・開設したネットワークシステム「はんだっこネッ
ト」を使用するものであるため、当該システムの開発業者である記載
の業者を契約相手先として選定。

158 博物館
新美南吉記念館施設警備委
託に係る長期継続事業

新美南吉記念館施設警備（防犯業務、火災監
視）を委託するもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30 セコム（株） 1,086,360 円 6

　新美南吉記念館の警備業務を委託するものであり、通常時から機
器による警備を行い、異常発生時には警備会社の職員が現場へ急
行し対応するものであるため、機器の設置、調整と警備業務が一体
となっており、本事業を他社へ委託するためには機器の設置費用
等が多く発生する。
　このため、他社とのコスト比較で安価である記載の業者を契約相
手先として選定。



159 環境課
大気汚染自動測定装置保守
点検委託（雁宿小学校大気
測定所）

雁宿小学校内に設置してある大気中常時監視
装置の定期保守点検及び部品取替修繕を実施
するもの 

R2.5.12 ～ R2.12.25 （株）三弘 1,375,000 円 2

　測定データに正確性が求められる特殊機器の保守点検業務であ
り、機器に関する高度な専門知識を有するとともに、補修部品等の
調達が唯一可能な当該観測装置を製造したメーカーの代理店のみ
が可能である。
　このため、製造したメーカーの代理店である記載の業者を、契約
相手先として選定。

163 下水道課
自家用電気工作物保安管理
業務委託に係る長期継続事
業

電気事業法が定める自家用電気工作物の自主
保安として、その保安管理業務を外部事業者に
委託するもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30
（一財）中部電気
保安協会 半田営
業所

4,870,800 円 2

　電気事業法施工規則第５２条の２に規定される保安業務従事者
により実施するものであるため、保安管理業務の受託者として、当
該従事者の配置が可能であるとともに、本市内に事業所を有し、緊
急時等においても速やかに対応が可能な記載の業者を契約相手
先として選定。

165
クリーンセン
ター

自家用電気工作物保安管理
業務委託に係る長期継続事
業

クリーンセンター及び最終処分場の自家用電気
工作物の電気事業法で定められた自主的保安
管理業務を委託するもの 

R2.5.1 ～ R3.4.30
（一財）中部電気
保安協会 半田営
業所

1,357,400 円 2

　電気事業法施行規則第５２条の２に規定される保安業務従事者
により実施するものであるため、保安管理業務の受託者として、当
該従事者の配置が可能であるとともに、本市内に事業所を有し、緊
急時等においても速やかに対応が可能な記載の業者を契約相手
先として選定。

166 スポーツ課
陸上競技用写真判定装置保
守点検業務委託

第３種公認陸上競技場必備規定に基づき、陸上
競技場内にある陸上競技用写真判定装置の保
守点検を行うもの 

R2.5.2 ～ R2.6.15
（株）ニシ・スポー
ツ 中部営業所

1,078,770 円 2
　半田運動公園陸上競技場の写真判定装置は、上記業者が開発
したシステムを使用するものであるため、当該システムの開発業者
である記載の業者を契約相手先として選定。

168
保健セン
ター

歯周病検診委託

健康増進法に基づき、問診、歯周組織検査、歯
科医による異常の有無の判定、歯科保健指導 を
委託するもの
※単価契約

R2.5.27 ～ R3.1.31
（一社）半田歯科
医師会

8,569,350 円 2

　健康増進法に基づき、歯周病の早期発見と早期治療を目的に、
市内歯科診療所と連携し実施するものであるため、歯科保健活動
を目的に設立された市内唯一の団体であり、所属する歯科診療所
との連携により本事業を実施可能な記載の業者を契約相手先とし
て選定。

172 企画課
歳入・歳出予算差引簿等の
修正に伴う財務会計システ
ム改修業務委託

財務会計システムの「歳入・歳出予算差引簿」、
「歳計外差引簿」について、通常科目集計で集
計しているデータを、収入データ一件ごとに出力
するようカスタマイズを実施するもの

R2.5.16 ～ R2.9.30
西日本電信電話
（株） 名古屋支店

1,925,000 円 2
　現在運用中の財務会計システムに対しシステム改修を行うもので
あるため、第３次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契約相手先として選定。

176

特別定額給
付金事業実
施本部（総
務課）

特別定額給付金支給に伴う
システム改修及び帳票作成
等業務委託

特別定額給付金の支給事務のため、現在運用
中の総合行政システムに対しシステム環境の整
備及び関連帳票の作成を行うもの

R2.5.16 ～ R2.10.31
西日本電信電話
（株） 名古屋支店

19,484,300 円 5

　特別定額給付金の支給のため、現在運用中の総合行政システム
に対しシステム改修を行うものであり、第３次情報システム最適化事
業の契約相手先である記載業者が、本業務を唯一実施可能な業
者である。また、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の趣旨
及び特別定額給付金事業の「感染拡大防止に留意しつつ、簡素な
仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う」という目的を踏ま
え、可能な限り早期に実施する必要があるため、記載の業者を契約
相手先として選定。

177
子育て支援
課

子育て世帯への臨時特別給
付金給付事業に係るシステ
ム改修等業務委託

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
子育て支援世帯を支援する特別給付金給付事
業を実施するため、現在運用中の総合行政シス
テムおよび過去に使用した臨時福祉給付金シス
テムに対しシステム改修を行うもの

R2.5.23 ～ R2.9.30
西日本電信電話
（株） 名古屋支店

4,840,000 円 2

　現在運用中の総合行政システムおよび過去に使用した臨時福祉
給付金システムに対しシステム改修を行うものであるため、第３次情
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
能な記載の業者を契約相手先として選定。

178 防災交通課
半田市地域公共交通網形成
計画評価業務委託

半田市地域公共交通網形成計画および計画に
基づき大幅に再編したバス環境を評価分析する
うえで必要となる動態データの収集や集計・分析
等を実施するもの

R2.5.29 ～ R3.3.31
(株)国際コンサル
タンツ　名古屋支
店

4,961,000 円 2

　平成３０年３月に策定した半田市地域公共交通網形成計画に基
づいて再編を実施した市内路線バス運行の評価分析の支援のた
め、動態データの収集及び集計分析を行うものである。
　このため、当該業務の実施にあたっては、本市における再編前後
のバス環境や再編要因を十分に習熟している必要がある。上記計
画の策定から再編実施までの２年に渡り支援業務を委託した実績
から、本市のバス環境を熟知しており、本市にとって最適な動態
データの提案や収集分析が唯一実施可能な記載の業者を契約相
手先として選定。

184 学校教育課
福祉文化会館駐車場整備工
事（その２）

機械器具設置工事
　・カーゲート等改修工事

R2.6.27 ～ R2.12.11
（株）日本メカトロ
ニクス

5,500,000 円 2
　南北の駐車場システムを更新するものであり、既存のシステムとの
調整が必要となることから、現在当該駐車場システムの保守点検を
行っている記載の業者を契約相手先として選定。

187 企画課
ＲＰＡシステム運用支援業
務委託

既存のＲＰＡシステムを活用することで、第３次半
田市情報システム最適化事業のシステム機能を
拡張し、定型業務の自動化による効率化および
品質向上を図ることを目的に、自動化対象業務
の標準化やシナリオ作成等の運用支援を委託す
るもの

R2.5.30 ～ R3.3.31
西日本電信電話
（株） 名古屋支店

3,657,500 円 2

　第３次情報システム最適化事業で導入したシステム機能につい
て、ＲＰＡシステムを使って拡張するものであり、システム同士を密
接に連携させる必要があるため、第３次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契約相
手先として選定。

189 国保年金課
令和２年度オンライン資格
確認等に係る国民健康保険
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、国民健
康保険システムの改修を委託するもの

R2.6.25 ～ R3.3.19
西日本電信電話
（株） 名古屋支店

11,330,000 円 2
　現在運用中の国民健康保険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契約相手先として選定。

193
クリーンセン
ター

使用済乾電池等の処理・処
分業務委託

家庭から排出された使用済み蛍光管及び乾電
池について、公益社団法人全国都市清掃会議
の広域回収・処理事務手順に従い、再利用資源
である水銀回収を行いつつ、安全かつ効率的に
収集・運搬及び処分を行うもの

R2.6.20 ～ R3.3.31
野村興産（株） 関
西営業所

1,445,400 円 2

　使用済み蛍光管及び乾電池を安全かつ効率的に収集・運搬及
び処分する必要があるため、公益社団法人全国都市清掃会議に
指定され、国内で唯一水銀を適正処理できる記載の業者を契約相
手先として選定。

194
クリーンセン
ター

ごみ焼却処理施設補修工事 清掃施設工事 R2.7.11 ～ R3.3.10
荏原環境プラント
（株） 中部支店

48,950,000 円 2

　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可能な記載の業者を契約相
手先として選定。



195
クリーンセン
ター

焼却施設設備機器類消耗部
品購入

焼却施設設備機器類の消耗部品を購入するも
の 

R2.7.11 ～ R2.12.7
荏原環境プラント
（株） 中部支店

7,975,000 円 2

　購入する焼却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、当該施設を建設したプラント業者しか納入でき
ないものである。このため、当該施設を建設した記載の業者を契約
相手先として選定。

200

特別定額給
付金事業実
施本部（総
務課）

特別定額給付金支給決定通
知書作成業務委託

特別定額給付金の支給を決定した方へ支給決
定通知を送付するため、現在運用中の総合行政
システム内の特別定額給付金システムを改修し
て一括で帳票を作成するもの

R2.6.20 ～ R2.7.10
西日本電信電話
（株） 名古屋支店

1,974,500 円 2

　現在運用中の総合行政システム内の特別定額給付金システムを
使用し帳票を作成するものであり、システム改修が必要となる。この
ため、第三次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契約相手先として選定。

201 人事課
職員ストレスチェック業務
委託

職員の健康管理の一環として、労働安全衛生法
に基づくストレスチェック業務を委託により実施す
るもの。 
 ※単価契約

R2.7.4 ～ R3.1.25
(一社）半田市医
師会

1,465,200 円 2

　職員のストレスチェックを実施するもので、ストレスチェックで高スト
レス者と選定された者が希望した場合には、医師による面接が必須
となっている。
　これに唯一対応ができ、住民福祉に従事する職員の健康管理を
する上で、地域の住民医療を最前線で守る目的で組織されている
記載の業者を、契約相手先として選定。

202
医療情報管
理室

総合医療情報システム用無
停電電源装置メンテナンス
業務委託

半田病院コンピュータ室に設置された総合医療
情報システム用無停電電源装置のメンテナンス
を実施するもの

R2.7.17 ～ R3.1.29
（株）富士通エフ
サス 東海支社

5,478,000 円 2
　総合医療情報システム用に導入した無停電電源装置のメンテナ
ンスを実施するものであり、無停電電源装置の導入事業者であり、
本事業を唯一実施可能な記載の業者を契約相手先として選定。

204
子育て支援
課

低所得のひとり親世帯への
臨時特別給付金給付事業に
係るシステム改修等業務委
託

新型コロナウイルス感染症の影響により、子育て
と仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯の子
育ての負担の増加や収入減少に対して特別給
付金給付事業を実施するため、現在運用中の総
合行政システムに対しシステム改修を行うもの

R2.7.4 ～ R2.11.30
西日本電信電話
（株） 名古屋支店

5,126,000 円 2
　現在運用中の総合行政システムに対しシステム改修を行うもので
あるため、第３次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契約相手先として選定。

210
放射線技術
科

一般撮影室(一番撮影室)に
おけるX線管球交換

一般撮影時に画質の異常が発生した際、修理し
使用可能にはなったが、２０１１年５月の導入後、
一度も交換を実施しておらず、近い将来、Ｘ線管
球が切れて検査が続行不能となる恐れが非常に
高いため、早急な交換修理を実施するもの

R2.7.27 ～ R2.8.3

島津メディカルシ
ステムズ（株） 名
古屋支店名古屋
営業所

2,728,000 円 2

 専門性の高い医療機器の部品交換業務であり、本業務の実施に
は当該機器に関する高い知識と故障発生時において速やかな対
応が必要となるため、当該機器の製造業者として機器に精通すると
ともに、本事業を唯一実施可能な記載の業者を契約相手先として
選定。

212 学校教育課
半田市学校給食センター夏
季給食配送業務委託

　新型コロナウイルス感染症の影響で、小中学校
の夏休みが短縮されたことに伴い、 授業日に給
食を提供するため、新たに夏期期間における給
食コンテナの配送及び 回収業務を実施するもの

R2.7.16 ～ R2.8.31 希望運輸（株） 1,584,000 円 6

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として４、５月の間、小中
学校が休校措置となったことを受け、夏休みが短縮されるという当
初予期しなかった事情の変化により、新たに実施する必要が生じた
給食コンテナの配送及び回収業務を委託するものである。記載の
業者とは、平時から同業務の委託契約を締結しており、その契約に
おいて車両の維持費等を負担していることから、他の業者が本事業
を実施する場合に比して、有利な価格で本業務を行うことができ、
経費の削減が確保できると認められる。
　このため、現に学校給食コンテナの配送業務を履行中の記載の
業者を契約相手先として選定。

213 生涯学習課
福祉文化会館駐車場精算機
修繕

　福祉文化会館駐車場のクレジットカード精算機
は、現在は磁気情報読取型であるが、割賦販売
法の改正により使用できなくなるため、精算機４
台をＩＣカード読取型に更新するもの

R2.7.19 ～ R2.10.31
（株）日本メカトロ
ニクス

3,080,000 円 2
　駐車場機器の保守点検を委託するものであり、メーカーとの特約
代理店契約を締結している、本業務を唯一実施可能な記載の業者
を契約相手先として選定。


