
No. 案　件　名　称 委託種目 契約の相手方 契約金額（税込） 契約日 根拠法令
随意契約理由

（随意契約理由番号）
ＷＴＯ

1

平成31年度　「おまもりネッ
ト事業」を活用した高齢者・
障がい者等支援セーフティ
ネット構築事業にかかる業務
委託

その他
社会福祉法人

大阪市東成区社会福祉協議会
21,610,667 円 平成31年4月1日

地方自治法施行令
第167条の２
第１項第２号

別紙「随意契約理由書」
のとおり

―

2
平成31年度　大阪市東成区に
おける新たな地域コミュニ
ティ支援事業業務委託

その他
一般財団法人

大阪市コミュニティ協会
14,555,000 円 平成31年4月1日

地方自治法施行令
第167条の２
第１項第２号

G5
（プロポーザル方式による）

―

3
平成31年度　東成区広報紙
「ひがしなりだより」編集業
務委託

デザイン企
画印刷また
はデザイン

株式会社あいぼっくす 1,531,872 円 平成31年4月1日
地方自治法施行令

第167条の２
第１項第２号

G5
（コンペ方式による）

―

4

平成31年度　地域課題解決型
広報紙「ひがしなりだより」
配布業務委託（大成、東中
本、神路、片江、宝栄地域）

その他梱
包・発送

株式会社ラパンプラス 3,502,224 円 平成31年4月1日
地方自治法施行令

第167条の２
第１項第２号

G5
（プロポーザル方式による）

―

5
平成31年度　「東成区コミュ
ニティ育成事業」業務委託

その他
一般財団法人

大阪市コミュニティ協会
6,037,000 円 平成31年4月1日

地方自治法施行令
第167条の２
第１項第２号

G5
（プロポーザル方式による）

―

6
平成31年度　ひがしなり企業
区民連携フォーラム構築事業
業務委託

その他 一般社団法人　リリース 4,853,700 円 平成31年4月1日
地方自治法施行令

第167条の２
第１項第２号

G5
（プロポーザル方式による）

―

7
平成31年度　子どもたちと体験す
るSDGs事業業務委託

その他 株式会社東野材木店 2,935,785 円 平成31年4月1日
地方自治法施行令

第167条の２
第１項第２号

G5
（プロポーザル方式による）

―

東成区発注の業務委託契約案件における随意契約（特名随意契約）の結果について（少額随意契約を除く）

地方自治法施行令第167 条の2 第１項各号に該当する随意契約理由（以下を参照してください）

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf


ＮＯ．１ 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称  

平成31年度 「おまもりネット事業」を活用した高齢者・障がい者等支援セー

フティネット構築事業にかかる業務委託  

 

２ 契約の相手方  

社会福祉法人 大阪市東成区社会福祉協議会 

 

３ 随意契約理由  

「おまもりネット事業」を活用した高齢者・障がい者等支援セーフティネッ

ト構築事業（以下、「セーフティネット構築事業」という。）については、各

小学校下に「地域福祉活動サポーター」を配置し、地域の身近な相談員として、

日常的な困りごとの解決や個別の見守り等を行うとともに、高齢者食事サービ

スなどの様々な地域福祉活動や、当区独自の見守り活動の取組である「おまも

りネット事業」を推進させ、高齢者等の活動の場の維持や地域における見守り

活動の活性化を行うことにより、高齢者・障がい者等の総合的なセーフティネ

ットの構築を図っている。 

一方で、本市においては平成27年度から各区において、福祉の専門職である

「見守り支援ネットワーカー」が、ケースに応じた社会福祉援助技術を用いて、

地域資源の活用・地域住民等の参加を促し、「要援護者情報の整備・管理」、

「孤立世帯等への専門的対応」、「認知症高齢者等の行方不明時の早期発見」

の３業務を一体的に行い、要援護者の安心した地域生活の実現や、地域の組織

化による福祉コミュニティの形成を行っていくことを目的とした、地域におけ

る要援護者の見守りネットワーク強化事業（以下、「見守りネットワーク強化

事業」という。）が実施されており、同事業については、大阪市東成区社会福

祉協議会と福祉局長において特名随意により委託契約を締結している。 

高齢化の進展を背景に、孤独死や高齢者虐待など様々な問題が顕在化する状

況の中、平成31年度より、当区においては、地域における身近な相談員である

地域福祉活動サポーターと、福祉の専門職である見守り支援ネットワーカーが

協働し、孤立世帯等への個別支援や要援護者の地域生活にかかる支援、また、

認知症高齢者等の行方不明時の早期発見等の業務において、一層の連携を図り

ながら効率的かつ効果的な運営を行うものとし、両事業を一体的に実施するこ

ととした。 



 セーフティネット構築事業については、地域を基盤として要援護者支援や地

域福祉活動の推進を行うものであり、地域資源の活用・協力がなければ事業を

実現できないものとなっているが、見守りネットワーク強化事業を受託する大

阪市東成区社会福祉協議会については、社会福祉法に基づいて設立され、「地

域福祉の推進」に取組むとともに、地域住民、様々な関係団体や施設等、地域

課題解決のための社会資源の「プラットフォーム」として、連携・協働を行っ

てきた経験と実績を持ち、また、両事業を一体的かつ最も効率的に事業を実施

する事が出来る唯一の団体であるため、同法人を委託先として指定する。 

 

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  

東成区役所 保健福祉課 （介護保険・高齢者福祉） 

（電話番号 06-6977-9859） 

 



ＮＯ．２   

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称  

平成31年度 大阪市東成区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委

託 

 

２ 契約の相手方  

一般財団法人 大阪市コミュニティ協会 

 

３ 随意契約理由  

本業務については、「地域活動協議会の自律運営にかかる積極的支援」を業

務内容とし、支援対象となる地域活動協議会の運営状況や抱える課題はさまざ

まであることから、地域活動協議会からのニーズに沿ったきめの細かい支援が

求められる。よって、地域活動協議会からの多種多様なニーズに応えるための

高度な知識・技術や創造力、構想力、ノウハウや応用力が要求される業務等で

あり、各地域活動協議会の事情に精通し、最も適切な支援手法を提案した事業

者からの提案内容に基づいて仕様を作成し、業務を委託した方が優れた成果を

期待できるため、公募型プロポーザルによる選定方法を採用した。平成31年2月

28日、3月5日に実施した大阪市東成区における新たな地域コミュニティ支援事

業業務委託にかかる事業者選定委員会において、評価点の最も高かった事業者

と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２号  

 

５ 担当部署  

東成区役所 市民協働課（電話番号 06-6977-9118） 

 

 

 

 

 

 

 



ＮＯ．３ 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称  

平成31年度 東成区広報紙「ひがしなりだより」編集業務委託 

  

２ 契約の相手方  

株式会社あいぼっくす 

 

３ 随意契約理由  

 東成区広報紙「ひがしなりだより」は、毎月1日に発行している、区の重要

施策やイベントなどの情報を発信する非常に重要な広報媒体である。広報紙の

編集にあたっては、多岐に渡る情報を紙面に掲載しつつ、区民が親しみやすく

読みやすい紙面づくりを目指している。区民モニターによるアンケート結果で

もレイアウトやデザイン性を重視してほしいという意見があがっている。その

ため、単に価格のみで事業者を選定するのではなく、事業者に紙面イメージを

提出してもらい「見やすさ」「読みやすさ」「高齢者や障がい者にも読みやす

いデザイン性」等を評価できる企画提案コンペ方式により契約相手方を決定す

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意見を聴取した結果、株

式会社あいぼっくすと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２号  

 

５ 担当部署  

東成区役所 総務課（電話番号 06-6977－9062） 

 

 

 

 

 

 

 



ＮＯ．４   

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称  

平成31年度 地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（大

成、東中本、神路、片江、宝栄地域） 

 

２ 契約の相手方  

株式会社ラパンプラス 

 

３ 随意契約理由  

東成区では、少子・高齢化の進行、地域コミュニティを取り巻く社会環境の

変化に伴い、人と人とのつながりが希薄化していく一方で、地域における課題

は複雑・多様化している。特に地域コミュニティ内での「声かけ」「助け合い」

など自助、共助の機能が低下する中で、広報紙の配布業務を活用して、地域社

会が抱える課題の解決に取り組むこととし、地域の福祉・安全性の向上をはじ

め、新たな地域人材の発掘や広報紙の認知度向上など、さまざまな相乗効果を

めざして、地域課題解決型の企画提案を受け契約相手方を決定することとした。 

学識経験者等の意見を聴取する選定委員会において意見を聴取した結果、株

式会社ラパンプラスの評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのこ

とであったため、その意見を踏まえ、株式会社ラパンプラスと地方自治法施行

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２号  

 

５ 担当部署  

東成区役所 総務課（電話番号 06-6977－9062） 

 

 



ＮＯ．５   

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称  

平成31年度 「東成区コミュニティ育成事業」業務委託 

  

２ 契約の相手方  

一般財団法人 大阪市コミュニティ協会 

 

３ 随意契約理由  

本事業の目的は、地域における様々な活動の場や機会を充実し、区民が主体

性をもって互いに支えあう自律的な地域コミュニティを育成していくことであ

り、その目的を達成する手法に一般的な統一規格がなく、民間事業者の発想力・

技術力等により大きく成果が変わってくることから、価格のみの競争になじま

ず、企画力、実現力、適合性などから総合的に評価を行う公募型プロポーザル

による選定方法を採用した。 

平成31年3月8日開催の東成区コミュニティ育成事業業務委託にかかる公募

型プロポーザル選定会議において、参加申請業者から受けた企画提案書等につ

いて、基準に基づき評価し審査を行ったところ、一般財団法人大阪市コミュニ

ティ協会が提出した企画内容は、評価点が標準点を上回る提案内容であったた

め、上記業者と契約を締結するものである。 

 

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  

東成区役所 市民協働課（電話番号 06-6977-9734） 

 

 

 



ＮＯ．６ 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称  

平成31年度 ひがしなり企業区民連携フォーラム構築事業業務委託  

 

２ 契約の相手方  

一般社団法人 リリース 

 

３ 随意契約理由  

東成区においては、区内の企業やNPO法人等がCSR/CSVの枠組みで、地域活動

協議会をはじめとする地域団体や学校などと協働して地域・社会貢献に取り組

むための「フォーラム（場、会議体）」を立ち上げ、東成区内の多様なパート

ナー間の連携（マルチ・パートナーシップ）を促進することを目的とした 「ひ

がしなり企業区民連携フォーラム」構築事業を実施する。その目的を達成する

ため、受注者のもつノウハウや、幅広い知識と経験、専門性を活用するため、

民間事業者から広く企画提案を募集し契約相手方を決定することとした。 

学識経験者等の意見を聴取する選定委員会において意見を聴取した結果、一

般社団法人リリースの評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのこ

とであったため、その意見を踏まえ、一般社団法人リリースと地方自治法施行

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２号  

 

５ 担当部署  

東成区役所 総務課（電話番号 06-6977-9122） 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＮＯ．７ 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称  

平成31年度 子どもたちと体験するSDGs事業業務委託 

 

２ 契約の相手方  

株式会社東野材木店 

 

３ 随意契約理由  

東成区においては、直接的な体験を通して、幅広い年代の子どもたちと保護

者が様々な角度から自然環境について考え、学習する機会とし、環境保全の意

識向上を図ること、また森林の保全等に取り組む区内企業等と連携して事業を

実施することで、SDGs達成に向けた普及啓発・意識向上を図ることを目的とし

た「子どもたちと体験するSDGs事業」を実施する。その目的を達成するため、

受注者のもつノウハウや、幅広い知識と経験、専門性を活用するため、民間事

業者から広く企画提案を募集し契約相手方を決定することとした。 

学識経験者等の意見を聴取する選定委員会において意見を聴取した結果、株

式会社東野材木店が契約相手方として最適であるとのことであったため、その

意見を踏まえ、株式会社東野材木店と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２号  

 

５ 担当部署  

東成区役所 総務課（電話番号 06-6977-9683） 

東成区役所 市民協働課（電話番号 06-6977-9904） 

 

 

 

 

 

 

 


