
随意契約理由書 

 
１ 案件名称 

  大阪市立弘済院第２特別養護老人ホーム 通信機器増設業務 

 
２ 契約の相手方 

所在地 大阪市淀川区木川東 3丁目 2番 12 号 

業者名 日新ネットワークス株式会社 

代表者 代表取締役 竹田 仁茂 

 

３ 随意契約理由 

弘済院第２特別養護老人ホーム１階事務所において、令和３年度４月１日付の人事 

異動により、弘済院保健副主幹１名が新たに配置され、ケアマネジャーが２名体制へ変 

更となった。 

現在、事務所には２台の電話機が設定されているが、今回の人員配置により機器を増 

設しなければ業務に支障をきたす恐れがあるため、至急電話機の増設を行う。 

機器の増設については通信設備保守点検の適用範囲外であるため、新たに委託契約 

を締結する必要があるが、設定後の保守については上記業者が行うことから、上記業者 

に増設を依頼する。 

 
４ 根拠法令    

地方自治法施行令第 167 条の２第１項２号 

 
５ 担当部署 

  福祉局弘済院管理課（施設運営） 

電話番号：０６－６８７１－８０２０ 

 



 

随意契約理由書 

１ 案件名称 

  令和 3年度大阪市立弘済院中央監視装置用プリンター部品交換作業 

 

２ 契約の相手方 

  所在地 大阪府羽曳野市伊賀 5丁目 1番 4 号 

  業者名 株式会社アスウェル 

  代表者 代表取締役 黒川 洋 

 

３ 随意契約理由 

  中央監視室にある中央監視装置の運用管理及び保守を上記業者が請け負っており、既

に契約した業務と密接不可分の関係にあり、同一業者以外の者に履行させた場合、責

任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがある。 

  以上のことより上記業者に本部品の交換作業を依頼する。 

 

４ 根拠法令 

  地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

  福祉局弘済院管理課（計理） 

  電話番号：０６（６８７１）８００３ 



（様式２） 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

［栄養部］食器消毒保管庫 修理 

（株式会社 明城製作所 MGW－60） 

 

 

２ 契約の相手方 

所在地 大阪府八尾市中田 4 丁目 153 番地 

  業者名 三和厨房株式会社 

  代表者 代表取締役 中野 圭二 

 

 

３ 随意契約理由 

栄養部で使用している食器消毒保管庫の上部ファンモーターより異音が発生し使用が

できないため、食器消毒保管庫の製造メーカーである株式会社 明城製作所に修理依

頼をし、バーナー用ファンの交換が必要となった。 

上記の食器消毒保管庫は、平成６年に製造メーカーの代理店である上記業者が納入・

取付設置とその後のメンテナンスも行っており、製造メーカーから納入業者である上

記業者を通じ契約の依頼があり、上記業者と契約を行う。 

 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167 条の 2第 1項第 2 号 

  （G3 特殊技術による ［代理店修繕］審議 No.89） 

 

５ 担当部署 

福祉局弘済院管理課（附属病院 G） 

電話番号：０６－６８７１－８０３２ 



（様式２） 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

   令和３年度大阪市立弘済院車庫絶縁不良調査業務委託 

 

２ 契約の相手方 

所在地 大阪府大阪市淀川区塚本５丁目－４－６ 

   業者名 株式会社 盛永電気工業所 

   代表者 代表取締役 盛永 正直 

 

３ 随意契約理由 

弘済院車庫内の分電盤の絶縁が不良となり、度々ブレーカが落ちるため

火災発生等防止の観点から管理運営上早急に原因を調査しなければいけな

い。 

以上のことより、緊急工事業者リストに基づき、上記業者に絶縁不良調

査業務委託を依頼する。 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第５号 

５ 担当部署 

福祉局弘済院管理課（庶務） 

電話番号：06（6871）8002 



（様式２） 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  令和３年度大阪市立弘済院全館停電に伴う不具合調査及び復旧業務委託 

 

２ 契約の相手方 

所在地 大阪市淀川区塚本５丁目４－６ 

業者名 株式会社 盛永電気工業所 

代表者 代表取締役 盛永 正直 

 

３ 随意契約理由 

弘済院で令和３年４月 29 日に全館停電が発生、その原因が不明なため、

非常用発電機の燃料にも限りがあることから、早期に復旧しなければ、附

属病院及び第１・第２特別養護老人ホームの施設利用者や患者の安全性を

損なうことから、運営上早急に原因を調査し復旧しなければいけない。 

以上のことより、緊急工事業者リストに基づき、上記業者に原因調査及

び復旧作業を依頼する。 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167条の２第１項第５号 

５ 担当部署 

福祉局弘済院管理課（計理） 

電話番号 06（6871）8003 



随意契約理由書 
 

１ 事業名 

令和３年度 大阪市立弘済院附属病院 超音波診断装置保守点検業務委託 
  

２ 契約相手方 

所在地 大阪市北区大淀中１－１－３０ 

業者名 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 関西支社 大阪支店 

代表者 支店長 天満 清文 

  

３ 随意契約理由 

附属病院にて使用している超音波診断装置はキャノンメディカルシステムズ株式 

会社製であり、当装置の保守業務には特殊の技術及び固有の部品が必要であるため、 

履行可能な業者は上記製造業者に特定される。 

よって、当該事業者と特名随意契約を締結する。 

  

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

福祉局弘済院管理課（病院） 

電話番号：０６－６８７１－８０３２ 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和３年度大阪市立弘済院附属病院非常勤医師等放射線被曝線量測定業務委託 

（概算契約） 

 

２ 契約の相手方 

  所在地 吹田市江坂町２－１－４３ 

業者名 株式会社千代田テクノル 大阪営業所  

代表者 所長 田中 正行 

 

３ 随意契約理由 

放射線業務に従事する職員に対しては、労働安全衛生法および労働安全衛生法 

施行令により雇用形態にかかわらず外部および内部被曝線量を測定し、測定結果 

を記録しておく必要がある。本務職員及び嘱託職員（以下「本務職員等」）の被曝 

線量測定業務委託は、人事室が一括して契約を締結し実施することとなっている 

が、非常勤医師及び勤務時間数が常勤職員の４分の３以下の会計年度職員（以下 

「非常勤医師等」）については、人事室が対象としておらず各所属において、契約 

を締結する必要がある。 

人事室が契約した事業者と契約することにより、本務職員等と同一規格の測定 

器を使用し、測定を依頼することで円滑かつ効率的に被曝線量の測定を行えるこ 

とから、非常勤医師等の放射線被曝線量測定については、本務職員等の放射線被 

曝線量測定業務委託受託業者との特名随意契約を締結することとする。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号 

 

５ 担当部署 

福祉局弘済院管理課（庶務グループ） 

電話番号：０６－６８７１－８００２ 



随意契約理由書 
 

１ 案件名称 
令和３年度 大阪市立弘済院附属病院ＭＲＩエアネットシステム保守点検業務委託 

  
２ 契約の相手方 

所在地 大阪市北区錦町４番８２号 

業者名 ダイキン工業株式会社 

代表者 西日本サービス部長 東野 哲弥  
 
３ 随意契約理由 

エアネットシステムとは空調設備の故障・異常等をオンラインで管理するシステムのことで 
あり、本業務の対象は、附属病院ＭＲＩ撮影室に設置されているダイキン工業株式会社製の 
空調設備である。 
当システムの保守点検業務には特殊の技術及び固有の部品が必要であるため、履行可能な業 
者は上記製造業者に特定される。 
よって、当該事業者と特名随意契約を締結する。 

  
４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 
 
５ 担当部署 

福祉局弘済院管理課（病院） 

電話番号：０６－６８７１－８０３２ 

 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和３年度 大阪市立弘済院第２別養護老人ホーム電気錠保守点検業務委託 

 

２ 契約の相手方 

所在地 大阪市阿倍野区王子町４丁目１番83号 

業者名 株式会社ＪＥＩ 

大業者 代表取締役 山之口 英史 

 

３ 随意契約理由 

弘済院第２特別養護老人ホームは認知症の高齢者が入所しており、入所者が離設し 

ないよう、施設共用部及び利用者居室の施錠を詰所で一元管理する電気錠システム 

を導入している。 

当該システムは上記業者独自の設計であり、他社では保守点検を行えないため。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

福祉局弘済院管理課（施設運営） 

電話番号：０６－６８７１－８０２０ 

 



随意契約理由書 

 

 

 

１ 案件名称 

   令和３年度 大阪市立弘済院ボイラー保守点検業務委託 

 

２ 契約の相手方 

   兵庫県尼崎市金楽寺町２丁目２番 33 号 タクマビル新館４階 

株式会社日本サーモエナー関西支社 

支社長 今井 芳宏 

 

３ 随意契約理由 

滅菌用貫流ボイラー及び給湯用バコティンヒーターは、各製造会社によ

り構造・規格及び仕様が異なり、技術の熟練度及び障害発生時の対応、保

守機材・部品の確保等、保守管理については、製造・設置会社以外では不

可能である。 

以上の理由により、機器製造会社である上記相手方と随意契約を締結し

ます。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

   福祉局弘済院管理課（計理） 

電話番号 06（6871）8003 

 

 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

 電子カルテ用端末セキュリティソフトライセンス更新業務委託 

    

２ 契約の相手方   

所在地 京都府久世郡久御山町田井西荒見 17－1 

業者名 株式会社 ファルコバイオシステムズ 

代表者 代表取締役 松原 宣正 

 

３ 随意契約理由  

現在電子カルテ用端末へ導入しているセキュリティソフトライセンス更新については、各 

端末とプリンター及び各部門システム、許可された外部ネットワークシステムとの接続ポイ

ントとして医療情報システム再構築の際に必要不可欠なものとして構築されたプリントサ

ーバ（ゲートウェイサーバ）を通じて作業を行うこととなる。 

なお、プリントサーバについては、医療情報システムの開発を行った株式会社ファルコバイ

オシステムズと保守契約を行い、安定的な運用を行っている。 

今回の更新作業において、プリントサーバの利用環境詳細を把握していない他社が接続業 

務を行い、プリントサーバや接続ネットワークに障害が発生した際の責任の所在が不明確に

なるなど、著しい支障が生じるおそれがある。 

また、端末への連携作業後のシステム動作確認についても医療情報システム開発事業者以 

外対応が不可能なことから、上記事業者を選定する。 

 

４ 根拠法令    

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署    

福祉局弘済院管理課（病院） 

電話番号：０６－６８７１－８０３４ 



随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

  令和３年度 大阪市立弘済院附属病院 人工呼吸器保守点検業務委託 

 

２ 契約の相手方 

所在地 神戸市中央区楠町５－４－８ 

業者名 宮野医療器株式会社  

代表者 代表取締役 宮野 哲 

 

３ 随意契約理由 

アメリカのＮＭＩ社製（Newport Medical Instruments Inc.社）である当院の人工

呼吸器について、日本での輸入販売は株式会社東機貿が行っている。当院での 

メンテナンスに関しては、株式会社東機貿が指定する業者しか対応できないため、 

上記事業者と随意契約を締結する。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

 

５ 担当部署 

  福祉局弘済院管理課（病院） 

電話：０６－６８７１－８０３２ 

 



随意契約理由書 
 

１ 事業名称 

令和３年度 大阪市立弘済院附属病院  
患者モニタシステム機器保守点検業務委託 
  

２ 契約相手方 

所在地 吹田市江坂町１－12－28 

業者名 フクダ電子近畿販売株式会社 

代表者 代表取締役 富島 誠一 

  

３ 随意契約理由 

附属病院にて使用している患者モニタシステム機器はフクダ電子株式会社製であ

り、当機器の保守業務には特殊の技術及び固有の部品が必要であるため、履行可能

な業者は上記の者が、近畿地区（大阪府・奈良県・和歌山県地区）の販売とサポー

ト（保守点検）をしており、上記業者に特定される。 

よって、当該事業者と特名随意契約を締結する。 

  

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

福祉局弘済院管理課（病院） 

電話番号：０６－６８７１－８０３２ 



（様式２） 

随意契約理由書 
 

１ 案件名称 

令和３年度 大阪市立弘済院附属病院 医療ガス設備保守点検整備業務委託 

  

２ 契約の相手方 

所在地 大阪府吹田市江の木町９－９ 

業者名 近畿医療設備株式会社  

代表者 代表取締役 米川 吉郎 

  

３ 随意契約理由 

当該保守業務については、医療ガス設備の安全管理を図り、患者の安全を確保すること

を目的としており、極めて高度な安全性を要求される業務である。 

上記事業者においては、当院の医療ガス設備工事及び医療ガス遠隔警報盤取替設置工

事を施工し、当院の医療ガス設備を細部まで熟知していると共に、厚生省健康政策局指

導課長通知「病院、診療所等の業務委託について」(平成５年指第１４号)において定め

のある一般財団法人医療関連サービス振興会の認定基準を吹田市域内で満たしている

認定事業者でもある。 
このため、医療ガス設備に異常が生じた場合の迅速な復旧対応が行える事業者であり、

随意契約を締結する。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2号 

 

５ 担当部署 

福祉局弘済院管理課（病院）  

電話：０６－６８７１－８０３２ 



（様式２） 

随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

令和３年度 大阪市立弘済院附属病院医療情報（部門）システムハードウェア 
保守業務委託 

  

 

２ 契約の相手方 

  所在地 大阪市北区堂島２丁目４番２７号 

業者名 日本事務器株式会社 関西支社 

代表者 支社長 安永 耕治 

 

 

３ 随意契約理由 

附属病院の医療情報（部門）システムは、平成２４年２月執行の一般競争入札で落札

業者となった日本事務器株式会社関西支社により、システム機器等の納入が行われま

した。 
この入札時点では、弘済院のあり方・方向性が定まっておらず、保守業務を含むリー

ス契約ではその継続性に問題が生じることが懸念されたことから、保守を含まない機

器等の買入のみとならざるをえませんでした。 
保守業務を他の業者に履行させた場合、納入した機器等に対する責任の所在が不明確

になるなど、病院事業に著しい支障が生じるおそれがあること、また同部門システム

のソフトウェア保守委託契約は同社と締結しており、ソフトウェア・ハードウェア保

守が同一業者になることにより、障害等発生時も迅速かつ的確な対応が可能で、病院

事業への影響を最小限に抑えることができ、かつ費用面においてもソフトウェア・ハ

ードウェア保守が別業者になる場合より、大幅な節減となることが想定されることか

ら、前回（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）の保守委託契約の相手方である

日本事務器株式会社関西支社と引き続き保守業務委託契約を締結し、円滑なシステム

運用と病院事業の実施を行ってまいります。 

 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

 

５ 担当部署 

福祉局弘済院管理課附属病院グループ 

電話番号：０６－６８７１－８０３４ 



随意契約理由書 
 

１ 案件名称 

令和３年度 大阪市立弘済院附属病院 手術室空調設備点検保守業務委託 

  

２ 契約の相手方 

所在地 大阪市北区天満橋１－８－30 

業者名 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 関西支社 

代表者 取締役関西支社長 岩村 竜也  

  

３ 随意契約理由 

附属病院手術室に設置している当該設備は三菱電機社製であり、当設備の保守業 

務には特殊の技術及び固有の部品が必要であるため、履行可能な業者は上記製造 

業者に特定される。 

よって、当該事業者と特名随意契約を締結する。  

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

福祉局弘済院管理課（病院） 

電話番号：０６－６８７１－８０３２ 



 

随意契約理由書 
 

１ 案件名称 

  令和３年度 大阪市立弘済院附属病院調剤支援システム・自動錠剤分包機保守 

点検業務委託  

 

２ 契約の相手方 

所在地 大阪市中央区内淡路町２－１－５ 

業者名 小西医療器株式会社  

代表者 代表取締役 堤田 宏 

 

  

３ 随意契約理由 

附属病院薬剤部に設置している当該機器は小西医療器株式会社製であり、当機器 

の保守業務には特殊の技術及び固有の部品が必要であるため、履行可能な業者は 

上記製造業者に特定される。 

よって、当該事業者と特名随意契約を締結する。  

 

４ 根拠法令 

  地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2号 

 

５ 担当部署 

  福祉局弘済院管理課（病院） 

電話番号：０６－６８７１－８０３４ 



（様式２） 

随意契約理由書 

 

 

１ 案件名 

大阪市立弘済院附属病院 検体検査システムパッケージソフトウェア更新作業について 

 

２ 契約相手方 

  所在地 大阪市北区堂島２丁目４番２７号 
業者名 日本事務器株式会社 関西支社  
代表者 支社長 安永 耕治 

 

３ 随意契約理由 

当院の検体検査システムは、病院内の業務の効率化を図るとともに、医療データの蓄積による 

医療の質的増進と病院機能及び患者サービスの向上を目的として開発された。 
  そして、現在は上記開発を行った日本事務器株式会社関西支社と保守契約を行い、安定的な運用 

を行っている。 
今回の検体検査システムパッケージソフトウェア更新作業については、開発業者である日本事 
務器株式会社関西支社以外、当該業務の履行が不可能なため、上記事業者を選定する。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

福祉局弘済院管理課附属病院グループ 

電話番号：０６－６８７１－８０３２ 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

住吉市民病院跡地に整備する新病院等の開設準備業務委託 

 

２ 契約の相手方 

所在地 大阪市阿倍野区旭町１－２－７－６０１ 

業者名 公立大学法人大阪   

代表者 理事長 西澤  良記 

 

３ 随意契約理由 

新病院等の整備については、平成 31 年４月に住吉市民病院跡地に整備する新病院

等に関する基本構想を策定し、令和 2 年 9 月には本市と公立大学法人大阪との間

で、令和 7年度中の開設を目指し「住吉市民病院跡地に整備する新施設の運営等に

関する基本協定書」及び関連する覚書を締結した。 

新病院等は、大阪市立大学が運営することを前提に、本市で整備した上で、大阪市

立大学に現物出資することとしている。 
本業務は、新病院等の開設に向けての各種の詳細なスケジュールの作成や、新施設

の運営等に要する設備、機器、情報システム等の詳細な内容及び整備手法、人員の

内容及び確保手法等の継続協議事項について、大阪市立大学内の各部署との会議の

開催支援や連絡調整を行い、新病院等の開設準備を行うものである。 

新病院等の運営予定者は大阪市立大学であるため、開設準備業務は上記法人でなけ

れば業務を実施することができない。よって上記法人に随意契約を行うものである。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

福祉局弘済院管理課（経営企画グループ） 

電話番号：０６－６８７１－２２９８ 

 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

住吉市民病院跡地に整備する新病院等の実施設計に係る 

医療機器・医療情報システム等整備計画策定業務委託（長期継続） 

 

２ 契約の相手方 

所在地 東京都豊島区目白２－１６－１９ 

業者名 株式会社病院システム 

代表者 代表取締役 田中 一夫 

 

３ 随意契約理由（業者選定理由） 

本業務委託は、新病院等に関する基本構想を踏まえた上で、新病院等の運営主体とな

る大阪市立大学（以下「市大」という。）との協議を進め、実施設計業務との連携を図

り、医療機器、研究機器、介護機器等の整備計画、医療情報システム、介護システム

等の整備計画、運営マニュアル等（以下「整備計画等」という。）の策定を行うもので

ある。 

整備計画等の策定は、実施設計との整合を図り、新病院等の設備諸元、設置する医療

機器の配置等を計画するもので、病院に期待される機能が十全に発揮されるか否かを

左右する重要な工程の一つであり、その成果が直接的に実施設計に反映され、同設計

の完成に多大な影響を及ぼすことになることから、実施設計作業を効率的かつ効果的

に進めていくためには、精度の高い整備計画を作り上げていくことが求められる。 

整備計画等の策定に取り組んでいく上では、市大の各部署との調整を遂行する専門的

能力を備えていることや、過去に同様の整備計画等を策定した幅広い知識と経験があ

ることが、本市が期待する成果を上げるための重要な要素となる。   

本業務は、医療、研究、介護という複数の分野に跨る機器やシステム等を取り扱うと

いう特殊性があり、かつ、高度で専門的な技術力が求められる業務であることから、

民間事業者の持っているノウハウ・知識・経験を活かして、専門的な提案を求めるこ

とにより、業務目的を達成することができるため、公募型プロポーザル方式により契

約相手方を選定することとした。 

学識経験者等の意見を聴取する選定委員会において、株式会社病院システムからの企

画提案の内容を審査した結果、事業の目的に合致した具体的な提案内容であるととも

に、事業を計画的に遂行できるノウハウを有しており、委託事業の実施にあたりその

成果が十分に期待できると見込まれるとのことであったため、その意見を踏まえ地方

自治法施行令第 167 条の２第１項第２号により随意契約を締結するものとする。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

福祉局弘済院管理課経営企画グループ 

電話番号：０６―６８７１―２２９８ 



随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

令和３年度 大阪市立弘済院第２特別養護老人ホーム吸収冷温水機保守点検業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  所在地 大阪市北区堂島浜１丁目２番１号 

業者名 株式会社日立ビルシステム 関西支社 

代表者 支社長 長谷川 健一 

 

３ 随意契約理由 

第２特別養護老人ホームの吸収冷温水機は冷暖房設備を構成している機器である。 

当該施設では徘徊を伴う認知症を抱えた方を対象に運営しており、冷暖房設備に不 

具合が生じた場合、入所者の健康保持に重大な支障をきたす恐れがあることから、 

迅速な対応が求められる。 

当該機器は株式会社日立ビルシステムが独自に設計・製作したものであり、他社 

  による部品交換等の整備作業が不可能であり、競争入札に適さないため、上記業者 

と特名随意契約を締結する。 

弘済院契約事務審査会包括審議承認済。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号 

 

５ 担  当 

福祉局弘済院第２特別養護老人ホーム 

電話番号：０６－６８７１－８０２０ 



（様式２） 

随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

令和３年度 大阪市立弘済院附属病院医療情報（部門）システムソフトウェア 
保守業務委託 

  

 

２ 契約の相手方 

  所在地 大阪市北区堂島２－４－２７ 

業者名 日本事務器株式会社 関西支社 

代表者 支社長 安永 耕治  

 

 

３ 随意契約理由 

附属病院の医療情報（部門）システムは、平成２３年１０月執行の一般競争入札で落 

札業者となった日本事務器株式会社関西支社により、システム開発が行われました。 
部門システムソフトウェア保守にあたっては、部門システム開発の内容と当院におけ

る使用環境等を把握し、かつ部門システム自体に精通していることが必要不可欠であ

り、保守業務を他の業者に履行させた場合、システム開発に対する責任の所在が不明確

になるなど、病院事業に著しい支障が生じるおそれがあることから、落札業者である日

本事務器株式会社関西支社と引き続き保守業務委託契約を締結し、円滑なシステム運

用と病院事業の実施を行ってまいります。 

 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

 

５ 担当部署 

福祉局弘済院管理課（附属病院グループ） 

電話番号：０６－６８７１－８０３４ 



随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

   令和３年度 大阪市立弘済院 吸収式冷温水機等保守点検業務委託 

 

２ 契約の相手方 

大阪市東淀川区東中島１丁目 19 番４号 

川重冷熱工業株式会社 西日本支社 

   支社長 島田 洋一 

 

３ 随意契約理由 

当院病院棟の冷暖房装置である吸収式冷温水機は、各製造会社により構

造、規格（制御方法、吸収溶液管理基準、液循環方式）が異なり、代替が

不可能な製造者独自開発の部品を用いているため機能維持及び保障を得る

ためには、製造者・設置会社以外では実施できない。 

以上の理由から当該吸収式冷温水機の製造・設置会社である上記相手方

と特名随意契約を締結します。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

   福祉局弘済院管理課（計理） 

 電話番号０６（６８７１）８００３ 

 



 

随意契約理由書 
 

 

１ 案件名称 

  令和３年度 大阪市立弘済院附属病院 ＣＴ装置保守点検業務委託 

  

２ 契約の相手方 

所在地 大阪市北区大淀中１－１－３０ 

業者名 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 関西支社 大阪支店 

代表者 支店長 天満 清文 

  

３ 随意契約理由 

附属病院で使用しているＣＴ装置は、キヤノンメディカルシステムズ株式会社製で

あり、当装置の保守業務には特殊の技術及び固有の部品が必要であるため、履行可

能な業者は上記製造業者に特定される。 
よって、当該事業者と特名随意契約を締結する。  

 

４ 根拠法令 

  地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

  福祉局弘済院管理課（病院） 

電話番号：０６－６８７１－８０３２ 



随意契約理由書 
 

１ 案件名称 
令和３年度 大阪市立弘済院附属病院 ＭＲＩ装置保守点検業務委託 

 
２ 契約の相手方 

所在地 大阪府吹田市江坂町５‐７‐１０ 

業者名 ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 大阪支店 

代表者 支店長 小隈 孝修  

 
３ 随意契約理由 

附属病院で使用しているＭＲＩ装置は、ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社製であり、当装 
置の保守業務には特殊の技術及び固有の部品が必要であるため、履行可能な業者は上記製造 
業者に特定される。 
よって、当該事業者と特名随意契約を締結する。 

  
４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

福祉局弘済院管理課（病院） 

電話：０６－６８７１－８０３２ 



（様式２） 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

 【栄養部】ガス小型湯沸器 修繕 

 

２ 契約の相手方 

所在地 大阪府吹田市古江台４－１ 

   業者名 株式会社 北千里ガスセンター 

   代表者 代表取締役 髙井 敦夫 

 

３ 随意契約理由 

大阪ガスのガス小型湯沸器（５３３－Ｈ９１１型）が故障したため、大阪ガス株

式会社に修繕依頼をしたところ、大阪市立弘済院のガスの検針を行っている上記業

者が大阪ガス株式会社の代理店であり、当機器の部品交換等については、本契約相

手方が販売、保守・点検を行っており、他業者では部品の手配・保守交換を行うこ

とができないとのことであった。 

上記理由により、競争入札に適さないため、地方自治法施行令第１６７条の２第

１項第２号の規程により、随意契約を締結する。 

 

４ 根拠法令 

 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

 

５ 担当部署 

 福祉局弘済院管理課（附属病院Ｇ） 

電話番号 ０６－６８７１－８０３４ 



（様式２） 

随意契約理由書 

 
１ 案件名称 

［栄養部］業務用冷凍冷蔵庫 修繕 
（ホシザキ製 ＨＲＦ－１２０ＸＦ） 
 
 

２ 契約の相手方 
 所在地 大阪市淀川区木川東３－１－３４ 
     業者名 ホシザキ阪神株式会社 
     代表者 代表取締役 秋田 孝 
 
 
３ 随意契約理由 

当院中央厨房で使用中の上記業務用冷凍冷蔵庫は、冷凍庫内及び冷蔵庫内の温

度が設定温度まで下がらないため使用ができない。 
本機器はホシザキ製であり、本機器の修理については特殊な技術及び固有の部

品が必要であるため、履行可能な業者は大阪府北部の修理代理店である上記業者

でなければ対応ができない。また至急対応を行わないと給食の調理業務に多大な

支障をきたすため緊急で対応する必要がある。 
以上の理由により、上記業者を選定する。 

 
 
４ 根拠法令 
 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 
 
 
５ 担当部署 
 福祉局弘済院管理課（附属病院Ｇ） 

電話番号 ０６－６８７１－８０３４ 



随契理由書 
                              
１ 案件名称   

令和３年度 大阪市立弘済院第２特別養護老人ホーム２階居室外整備作業 
 
２ 契約相手方 
   所在地：大阪府吹田市岸部中４丁目１４番７号 
   業者名：伊藤工務店 
   代表者：伊藤 誠二郎 
 
３ 随意契約理由 

第２特別養護老人ホームの入所者の居室である１号室は、新型コロナウイルス感染症

の流行に伴い、感染者又は新規入所者用居室として使用する予定としている。 
当該個室は畳敷きであり、畳を撤去するとコンクリートが剥き出しの床となるため、

畳敷きのままフローリングの床と同様の扱いで使用している。 
ドレーキップ窓も壊れて開閉ができない状態にあり、換気が十分に行えず畳等に大量

のカビが発生したことから、畳を撤去し、居室として使用できるよう、床材と一部壁紙

を張り替える必要がある。 
また、十分な換気が行えるようドレーキップ窓から引違窓への取替えも行う必要があ

る。 
６月下旬以降入所を受けるにあたり、居室数に不足が生じ１号室を使用することとな 

るため、早急に整備を行う必要があることから、緊急工事事業者リストに基づき上記業 
者に依頼する。 
 

４ 根拠法令    
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第５号（G17） 

 
５ 担当部署 
   福祉局弘済院管理課（施設運営） 

電話番号 06－6871－8020 
 



（様式２） 

随意契約理由書 

 
１ 案件名称 

超低温槽フリーザー点検作業 
 
 

２ 契約の相手方 
 所在地 大阪市中央区内平野町３丁目２番１０号 
     業者名 株式会社 アダチ 
     代表者 代表取締役 足立 三朗 
 
 
３ 随意契約理由 

連携室の超低温槽フリーザー（レブコ ＥＸＦ２４０８６ＡＫ）は、人体の臓器

や細胞、組織等の検体を保存しているため精密な温度管理が必要であるが、超低温

槽に接続しているトランスのブレーカーが落ちる事象が頻回に発生しており、検体

の保存が行えないと当院の病院運営に多大な支障をきたす恐れがある。 
上記理由により緊急で点検を行う必要があるため、低温槽フリーザーの納入・設

置業者である上記業者に連絡し、至急点検作業を依頼する。 
 
 
４ 根拠法令 
 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号（Ｇ２３） 
 
 
５ 担当部署 
 福祉局弘済院管理課（附属病院Ｇ） 

電話番号０６－６８７１－８０３４ 



 

随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

   大阪市立弘済院附属病院 ［１病棟・薬剤部］プリンター修繕 

 

２ 契約の相手方 

   吹田市江の木町 34番５号 

リコージャパン株式会社 

   販売事業本部 大阪支社 北大阪営業部 

   部長 勇 哲治 

  

３ 随意契約理由 

   １病棟・薬剤部で使用している電子カルテシステム用プリンターにエラーメッセ 

ージが出ており、再起動の指示が表示されたため再起動するも、エラーが直らず 

印刷が出来ない状況となっているため、エラー解除及び必要な修繕を行う必要が 

ある。 

プリンターについては株式会社リコー社製であり、必要部品等の交換には専門の 

技術が必要とされ、また、部品の取り扱いについても代理店であるリコージャパ 

ン株式会社での対応となり、当院住所の担当である上記業者でしか対応出来ない 

ため、当該事業者と特名随意契約を締結する。 

 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号（Ｇ３） 

 

５ 担当部署 

   福祉局弘済院管理課（附属病院Ｇ） 

（電話番号 06-6871-8034） 



（様式２） 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

［栄養部］コンビオーブン 修繕 

（株式会社フジマック製 ＦＳＣＣ１０１Ｇ） 

 

 

２ 契約の相手方 

大阪府吹田市垂水町１－４１－２ 

   株式会社フジマック 大阪営業部 

   常務取締役部長 八田 幸 

 

 

３ 随意契約理由 

当院中央厨房で使用中の上記コンビオーブンは、株式会社フジマック製であり、製 

造メーカー以外では部品供給を行っておらず修繕対応ができないことから、製造メ 

ーカーである上記業者を選定する。 

コンビオーブンは当院入院患者の食事の調理を行う上で使用頻度が高い調理機器で

あり、使用不能になった場合、給食の調理業務に多大な支障をきたすことから緊急

で対応する必要がある。 

 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号（Ｇ３） 

 

 

５ 担当部署 

福祉局弘済院管理課（附属病院Ｇ） 

電話番号 ０６－６８７１－８０３４ 



随意契約理由書 
 
１ 案件名称   

令和３年度 大阪市立弘済院第２特別養護老人ホーム２階食堂空調設備修繕 
 
２ 契約の相手方 

大阪市中央区上本町西５－３－５ 
木村工機株式会社 
代表取締役社長 木村 惠一 

 
３ 随意契約理由 

弘済院第２特別養護老人ホームの２階食堂に設置されている空調機が漏電により不

調となり、一部を使用せず稼働させる状況となった。 
当該施設は認知症の主に高齢者が生活しており、自身で体温調節を管理することは

困難である。 
室温の管理は入所者の健康管理を行う上で非常に重要であることから、迅速な対応

が求められる。 
当該機器は木村工機株式会社が独自に設計・製作したもので、他社による点検・調 

   整が不可能であることから、上記業者に修繕を依頼する。 
 
４ 根拠法令    

地方自治法施行令第 167 条の２第１項２号（G３） 
 
５ 担当部署 
   福祉局弘済院管理課（施設運営） 

電話番号 06－6871－8020 
 



随意契約理由書 

 

１ 名称 

大阪市立弘済院第２特別養護老人ホーム介護保険処遇等管理支援システム 
追加更新業務 

 

２ 契約の相手方 

山形県南陽市和田３３６９番地 
エヌ・デーソフトウェア株式会社  
代表取締役 丹治 朋之 

 

３ 随意契約理由 

   令和３年３月 15 日付事務連絡「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基 
準額の一部を改正する告示等の公布について」により令和３年４月１日より介護報酬 
が改定された。 

 その中には自立支援・重度化防止の取組の推進が掲げられており、個別機能訓練加算 
（Ⅱ）が新設された。 

 当該施設では介護保険の請求業務に介護保険処遇等管理支援システムを使用している 
が、今回の改定により新設された加算項目に対応するソフトを追加する必要が生じた。 

 当該システムは上記業者の独自プログラムであり、現在使用している内容への追加更新を 

行うものであることから、他業者に依頼することができないため、上記業者に依頼する。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号（G４） 
 

５ 担当 

福祉局弘済院第２特別養護老人ホーム 

06（6871）8020 

 
 



 
随意契約理由書 

１ 案件名称 
   令和 3 年度大阪市立弘済院附属病院屋上冷却塔ストレーナー取替作業 
 
２ 契約の相手方 
   大阪市淀川区木川東２丁目－８－２９ 
   株式会社 モリテック 
   代表取締役 西 恵子 
 
３ 随意契約理由 
   弘済院附属病院屋上に設置している手術室系統冷却塔配管から漏水しており、冷房 

運転ができないため、緊急で取替えを行うものである。 
当該手術室については、６月 29 日に使用する予定となっており、それまでに取替

えを行い、正常に運転ができるか確認を行う必要があるため、緊急工事業者リスト

に基づき、上記業者に空調機整備作業を依頼する。 
 
４ 根拠法令 
   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号（G17） 
 
５ 担当部署 

  福祉局弘済院管理課（計理） 
   ０６（６８７１）８００４ 



（様式２） 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

［外来 耳鼻咽喉科］ＬＥＤ光源装置 修理 

（ＰＥＮＴＡＸ製 Ｓ２８１Ｐ） 

 

 

２ 契約の相手方 

 神戸市中央区楠町５－４－８ 

   業者名 宮野医療器株式会社 

   代表者 代表取締役 宮野 哲 

 

 

３ 随意契約理由 

当院耳鼻咽喉科外来において診察の際に使用しているＬＥＤ光源装置が使用不可の 

状況となり、早急に復旧しなければ治療が必要な患者の診察が行えない等、病院運 

営に重大な支障が出るため、早急に対応を行う必要がある。 

このため、メーカーへ連絡を取ったところ、原因調査のため光源装置を修理窓口に 

送付した後に調査を行う事となり、当日の対応はできないとのことであったため、 

当院への機器販売元である上記業者へ連絡を行い早急の対応が可能か確認したとこ 

ろ、連絡当日に来院が可能な上修理が必要かの判断ができ、且つ販売元事業者であ 

るため修理が必要な場合は即メーカー担当者へ修理依頼が可能とのことであったた 

め、上記業者へ依頼する。 

 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号（Ｇ２３） 

 

 

５ 担当部署 

福祉局弘済院管理課（附属病院Ｇ） 

電話番号 ０６－６８７１－８０３４ 



 
随意契約理由書 

 
１ 案件名称 
   令和 3 年度大阪市立弘済院附属病院１病棟消防設備緊急修繕請負 
 
２ 契約の相手方 
   京都府京都市伏見区中島外山町２５ 
   株式会社 RIDEN  
   代表取締役 垂井 克生 
 
３ 随意契約理由 
  弘済院附属病院 3 階 1 病棟 106・107・113・115 号室に新設するエアコン（納期：令

和３年７月 21 日）が既設感知器と干渉するため、施工に影響が大きく迅速な移設が求

められる。「令和３年度 大阪市立弘済院消防設備修繕請負」（契約日：令和３年５月 28
日、履行期限：令和３年７月 16 日）で上記業者が弘済院の消防設備の修繕を請負って

おり、実施中の当該事業者に実施させた場合には期間の短縮に加え、円滑な業務を確保

する上で有利と認められる業務であるため、本修繕を行わせるものである。 
  上記の理由により株式会社 RIDEN を選定する。 
 
４ 根拠法令 
 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号（G28） 
 
５ 発注担当 
 福祉局弘済院管理課（計理） 
 ０６（６８７１）８００３ 



 
随意契約理由書 

 
１ 案件名称 
   令和 3 年度大阪市立弘済院附属病院別館消防設備緊急修繕請負 
 
２ 契約の相手方 
   京都府京都市伏見区中島外山町２５ 
   株式会社 RIDEN  
   代表取締役 垂井 克生 
 
３ 随意契約理由 
   大阪市立弘済院附属病院別館 B1 階に設置しているガス漏れ検知器が誤作動を起こ

し、調査を行った結果、老朽化による誤作動であったため、早急に修繕を行う必要

がある。「令和３年度 大阪市立弘済院消防設備修繕請負」（契約日：令和３年５月

28 日、履行期限：令和３年７月 16 日）で上記業者が弘済院の消防設備の修繕を請

負っており、その中で第２特別養護老人ホームのガス漏れ検知器の取替も行う予定

であることから、実施中の当該事業者に実施させた場合には期間の短縮に加え、円

滑な業務を確保する上で有利と認められる業務であるため、本修繕を行わせるもの

である。 
   上記の理由により株式会社 RIDEN を選定する。 
 
４ 根拠法令 
   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号（G28） 
 
５ 発注担当 
   福祉局弘済院管理課（計理） 
   ０６（６８７１）８００３ 



随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

令和３年度大阪市立弘済院会計年度職員定期健康診断等業務委託（概算契約） 

 

２ 契約の相手方 

   大阪市鶴見区緑３－２－１５ 

医療法人 緑地会  

理事長 松浦 敏文 

 

３ 随意契約理由 

労働安全衛生法第 66 条第 1 項並びに労働安全衛生法施行規則第 44 条第１項の規定

により、事業者は、一定の要件を満たす職員に対し定期健康診断を受診させる義務が

課せられている。 

本務職員及び１週間当たりの所定勤務時間数が常勤職員の４分の３以上の会計年度

職員（以下「本務職員等」）の定期健康診断業務委託は、人事室が一括して契約を締結

し実施することとなっているが、１週間当たり３日勤務の会計年度職員については、

各所属において、契約を締結する必要がある。 

人事室が契約した事業者と契約することにより、本務職員等と診断場所及び日時を合

わせることができ、健診場所の事前準備経費及び健診スタッフの人件費等が不要であ

り、効率がよく安価となる。 

また風疹・麻疹の抗体検査を実施するにあたっては、検査を実施する際に血液採取が

必要であり、大阪市職員定期健康診断において血液採取を行うことから、定期健康診

断の受託業者に検査を行わせた方が安価かつ効率的であり、また職員の身体的及び心

的負担も減らすことができる。 

以上のことから、週３日勤務の会計年度職員の定期健康診断・特殊健康診断及び風疹・

麻疹抗体検査並びに結核定期健康診断について、大阪市職員定期健康診断実施業者と

特名随意契約にて契約を締結することとする。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167条の２第１項第６号 

 

５ 担当部署 

福祉局弘済院管理課（庶務グループ）（電話番号 06-6871-8002） 

 



随意契約理由書 
 

 
１ 案件名称 

令和３年度大阪市立弘済院会計年度職員ストレスチェック業務委託（概算契約） 
 
２ 契約の相手方 
   大阪市北区梅田２－５－６ 桜橋八千代ビル 

シー・システム株式会社  

代表取締役 森下 康夫 
 

３ 随意契約理由 
労働安全衛生法及び労働安全衛生法施行規則の規定により、事業者は、一定の要件

を満たす職員に対しストレスチェックの実施が義務づけられている。 
本務職員及び１週間当たりの所定勤務時間数が常勤職員の４分の３以上の会計年度

職員（以下「本務職員等」）のストレスチェック業務委託は、人事室が一括して契約

を締結し実施することとなっているが、１週間当たり３日勤務等の会計年度職員に

ついては、各所属において、契約を締結する必要がある。 
人事室が契約した事業者と契約することにより、本務職員等と同じ時期に同じ内容

のストレスチェックができ、調査票の作成、回収、個人結果の分析、結果の納品が

効率的である。また、ストレスチェックの事前準備経費及び調査票の作成、回収、

結果の納品に係る経費が安価となる。 
以上のことから、１週間当たり３日勤務等の会計年度職員のストレスチェックにつ

いては、本務職員等のストレスチェックを実施する受託業者と特名随意契約を締結

することとする。 
 
４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第６号 
 
５ 担当部署 

福祉局弘済院管理課（庶務グループ）（電話番号 06-6871-8002） 



 
随意契約理由書 

 
１ 案件名称 
   令和３年度大阪市立弘済院院内高圧線接近樹木伐採業務委託（概算契約） 

 

２ 契約の相手方 

   大阪市北区本庄東２丁目３－４１ 

株式会社きんでん 

   取締役社長 上坂 隆勇 

 

３ 随意契約理由 

令和３年４月 29 日に弘済院全域で一時停電が発生したが、その原因は、寿楽館へ 

至る高圧線と樹木との接触による地絡故障（※）によるものであった。 

その後、院内敷地を調査したところ、樹木と高圧線が接近している箇所が複数確認 

され、今後、台風などで風雨により電線に樹木が接触することで、同様の災害が生 

じる恐れがあるため、緊急で樹木を伐採する必要がある。 

弘済院は 24 時間 365 日稼働しており、特に附属病院、第１・第２特養では多くの 

入院患者や入所者がおり、再度停電が起これば、これらの方々の命に危険が及ぶ可 

能性があることから、短時間あっても停電の発生を未然に防がなければならない。 

このことから、入院患者及び入所者の安全や生命を損なう危険性を除去するため、 

緊急で樹木を伐採する必要がある。 

また、作業については高所での作業になるほか、高圧線は接近するだけで感電する 

可能性があるなど、業務は特殊な技術・手法を用いることとなるため、専門業者に 

よることが必要となる。 

このような観点から、業務の履行が可能である業者を選定した結果、緊急工事業者

リストに基づき、株式会社きんでんを委託業者に選定する。 

   ※地絡故障：絶縁されていないといけない電路が、異常状態として大地と電気 

的に接続されていること 

 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号 
 
５ 担当部署 
   福祉局弘済院管理課（庶務） 
   電話番号：06（6871）8002 


