
経済戦略局発注の業務委託契約案件における随意契約（特名随意契約分）の結果について（少額随意契約を除く）

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
大阪市立浪速スポーツセンター・
屋内プール・アイススケート場照
明制御設備整備業務委託

機械設備等保守点検
パナソニックＬＳエン
ジニアリング（株）
近畿支店

20,559,000円 令和2年7月15日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G3 －

２
大阪市立住吉スポーツセンター・
屋内プール吸収式冷温水機整備
業務委託

機械設備等保守点検
川重冷熱工業（株）
西日本支社

12,320,000円 令和2年7月17日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G3 －

３
大阪市立長居プール温水ヒー
ター設備整備業務委託

ボイラー清掃 （株）ヒラカワ 9,064,000円 令和2年7月22日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G3 －

４
大阪市立鶴見緑地プール非常放
送設備整備業務委託

消防設備保守点検

パナソニックシステ
ムソリューションズ
ジャパン（株）　関西
社

6,743,000円 令和2年7月22日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G3 －

５
スポーツイベント（Do Sports Fes
2020等）魅力発信業務委託

催事 （株）ムーヴ 10,999,639円 令和2年7月30日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G5 －

６
大阪城西の丸庭園野外公演企画
調整・運営業務委託

催事
大阪城パークマネジ
メント共同事業体

182,105,000円 令和2年7月31日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G4 －

７
大阪市立大正スポーツセンター・
屋内プール自動火災報知設備整
備業務委託

消防設備保守点検
パナソニック防災シ
ステムズ（株）

14,850,000円 令和2年8月4日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G3 －

８
令和２年度中学生が参加するコン
サート企画運営業務委託

催事
（公社）大阪フィル
ハーモニー協会

6,291,000円 令和2年8月5日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G5 －

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


経済戦略局発注の業務委託契約案件における随意契約（特名随意契約分）の結果について（少額随意契約を除く）

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

９
大阪市立浪速屋内プールろ過設
備整備業務委託

機械設備等保守点検
東西化学産業（株）
大阪支店

3,740,000円 令和2年8月7日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G3 －

10
大阪市立大阪プール自動火災報
知設備整備業務委託

消防設備保守点検
ホーチキ（株）　関西
支店

59,675,000円 令和2年8月7日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G3 －

11
感染拡大防止に向けた営業時間
短縮協力金（大阪市・府共同）事
業業務委託

その他
（株）近畿日本ツーリ
スト関西

68,998,850円 令和2年8月12日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第5号
G21 －

12
大阪市八幡屋センタービル非常
用発電機整備業務委託

消防設備保守点検
東芝インフラシステ
ムズ（株）　関西支社

7,535,000円 令和2年8月20日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G3 －

13
大阪市中央公会堂中央監視制御
設備整備業務委託

機械設備等保守点検
アズビル（株）　ビル
システムカンパニー
関西支社

16,500,000円 令和2年8月21日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G3 －

14
大阪市立西屋内プール中央監視
制御設備整備業務委託

機械設備等保守点検
アズビル（株）　ビル
システムカンパニー
関西支社

14,960,000円 令和2年8月21日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G3 －

15
靱テニスセンター外１か所昇降機
設備整備業務委託

機械設備等保守点検
日本オーチス・エレ
ベータ（株）　西日本
支社

61,622,000円 令和2年8月24日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G3 －

16
大阪市長居陸上競技場照明制御
設備整備業務委託

機械設備等保守点検
パナソニックＬＳエン
ジニアリング（株）
近畿支店

32,978,000円 令和2年8月28日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G3 －
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経済戦略局発注の業務委託契約案件における随意契約（特名随意契約分）の結果について（少額随意契約を除く）

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

17
大阪城天守閣自動火災報知設備
整備業務委託

消防設備保守点検
能美防災（株）　関
西支社

6,407,500円 令和2年8月28日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G3 －

18
令和２年度豊臣期石垣公開施設
展示設計変更業務委託

図面製作 （株）乃村工藝社 3,993,000円 令和2年8月28日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G4 －

19
浪速購買施設非常用発電設備整
備業務委託

消防設備保守点検
ヤンマーエネルギー
システム（株）　大阪
支社

3,991,900円 令和2年8月31日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G3 －

20
大阪市中央公会堂自動火災報知
設備整備業務委託

消防設備保守点検
パナソニック防災シ
ステムズ（株）

13,200,000円 令和2年9月1日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G3 －

21
大阪市立真田山プールスクリュー
冷凍設備整備業務委託

機械設備等保守点検
（株）前川製作所
関西支店

14,300,000円 令和2年9月3日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G3 －

22
大阪市立真田山プールろ過設備
整備業務委託

機械設備等保守点検
（株）水処理管理セ
ンター

15,205,300円 令和2年9月9日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G3 －

23
大阪市長居陸上競技場中央監視
制御設備整備業務委託

機械設備等保守点検
富士通（株）　関西
支社

39,589,000円 令和2年9月24日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G3 －

24
大阪市長居陸上競技場大型映像
装置整備業務委託

機械設備等保守点検
東芝インフラシステ
ムズ（株）　関西支社

89,980,000円 令和2年9月24日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G3 －

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
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25
大阪市立天王寺スポーツセン
ター・真田山プール空調自動制御
設備整備業務委託

機械設備等保守点検
アズビル（株）　ビル
システムカンパニー
関西支社

18,865,000円 令和2年9月24日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G3 －

26
令和２年度インテックス大阪建物
等診断・調査業務委託

建物・構造物各種
調査

（株）東畑建築事務
所　本社オフィス大
阪

30,800,000円 令和2年9月28日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G3 －

27
大阪市立浪速スポーツセンター・
屋内プール・アイススケート場中
央監視制御設備整備業務委託

機械設備等保守点検
アズビル（株）　ビル
システムカンパニー
関西支社

52,360,000円 令和2年9月29日
地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号
G3 －

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


 

１ 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  大阪市立浪速スポーツセンター・屋内プール・アイススケート場照明制御設備整備業務

委託 

 

２ 契約の相手方 

  パナソニック LSエンジニアリング株式会社 近畿支店 

 

３ 随意契約理由 

  本案件は、大阪市立浪速スポーツセンター・屋内プール・アイススケート場（以下、「施

設」という。）に設置されている照明制御設備（以下、「設備」という。）について、劣化

部品の取替及び点検並びに点検調整業務を委託するものである。 

  本設備は、施設全域に設置された照明設備の制御を一括管理する目的で設置したもの

であるが、設置後 15年が経過し、経年劣化により設備を構成する部品に動作不良が生じ

る恐れがある。万が一、本設備が故障した場合、設備として十分な能力が発揮されず、適

正な施設管理を維持することが困難な状態となり、施設の運営に支障をきたすこととな

るため、本設備の劣化部品の整備を行う必要がある。 

  本業務は、設備を構成する部品の一部について整備するものであるが、その設備につい

ては、製造事業者独自の設計思想に基づき製造されており、整備に際しては、製造事業者

独自の技術を要するため、本業務の履行にあたっては、製造事業者でなければ整備を行う

ことは不可能である。 

  以上の理由により、上記製造事業者のみが施工できる唯一の事業者であるため、地方自

治法施行令第167条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争入札に適しないものをす

るとき」に基づき、随意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局企画総務部施設整備課（電話番号 06-6469-5145） 

  



 

２ 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  大阪市立住吉スポーツセンター・屋内プール吸収式冷温水機整備業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  川重冷熱工業株式会社 西日本支社 

 

３ 随意契約理由 

  本案件は、大阪市立住吉スポーツセンター・屋内プールに設置されている吸収式冷温水

機（以下、「設備」という。）について、劣化部品の整備業務を委託するものである。 

  本設備は、冷暖房の運転を行うために熱源（冷温水）を作り出す装置で、当該施設の館

内を適正な温度に維持する目的で設置したものであるが、設置後 20年が経過し、経年劣

化により設備を構成する部品に動作不良が生じる恐れがある。万が一、本設備が故障した

場合、設備として十分な能力が発揮されず、適正に施設を維持管理することが困難な状態

となり、施設の運営に支障をきたすこととなるため、本設備の劣化部品の整備を行う必要

がある。 

  本業務は、設備を構成する部品の一部について整備するものであるが、吸収式冷温水機

の構造、部品の形状や規格等が各社異なることから、製造事業者でなければ取替整備を行

うことは不可能である。 

  以上の理由により上記事業者のみが施工できる唯一の事業者であるため、地方自治法

施行令第167条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争入札に適しないものをすると

き」に基づき、随意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局企画総務部施設整備課（電話番号 06-6469-5145） 

 

  



 

３ 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  大阪市立長居プール温水ヒーター設備整備業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  株式会社ヒラカワ 

 

３ 随意契約理由 

  本案件は、大阪市立長居プールに設置されている温水ヒーター設備（以下、「本設備」

という。）について、劣化部品の取替及び周辺機器の整備業務を委託するものである。 

  本設備は、更衣室内シャワー及び屋内プール用の水を昇温する目的で設置されたもの

であるが、設置後 25年が経過し、経年劣化により設備を構成する部品に不具合が生じて

おり設備として十分な能力が発揮されず、水の昇温を適正に維持管理することが困難な

状態になっている。 

  本施設は、有料施設となっており、多くの施設利用者が健康増進や交流を目的に利用し

ていることから、本設備の部品に動作不良が生じている状態では、施設利用者が施設を利

用できなくなり、施設の運営に支障をきたすため、劣化部品の取替及び周辺機器の整備を

行い正常な状態に復旧する必要がある。 

  本案件は、設備を構成する一部について整備するものであり、設備の構造、部品の形状

や規格並びに運転制御方法等が各社異なる設計思想に基づき製造されており、その内容

については、社外開示不可となっていることから、本業務の履行にあたっては、製造事業

者でなければ整備を行うことは不可能である。 

以上の理由により、本設備の製造事業者である上記事業者のみが施工できる唯一の事

業者であるため、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争

入札に適しないものをするとき」に基づき、随意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局企画総務部施設整備課（電話番号 06-6469-5145） 

  



 

４ 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  大阪市立鶴見緑地プール非常放送設備整備業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 関西社 

 

３ 随意契約理由 

  本業務は、大阪市立鶴見緑地プールに設置されている非常放送設備（以下、「本設備」

という。）について、非常操作ユニット等の劣化部品の取り替えを委託するものであ

る。 

  本設備は、感知器などからの火災信号を受信した場合に非常放送を行い、また、センサ

ーなどからの信号を受信した場合に緊急放送を行う設備であるが、設置後 23年が経過し、

経年劣化により本設備を構成する機器に動作不良が生じた場合に、保守部品の入手が困

難となっており、万が一設備に不具合が発生した場合、設備の整備ができず施設利用者の

安心・安全を確保できなくなり、施設利用者に多大な迷惑をかけ、施設の運営に支障をき

たすため、機器の取替及び周辺機器の整備を行う必要がある。 

  本設備は、機器の構成や制御方法について、独自の設計に基づき製造されていることか

ら、整備に際しては製造事業者独自の技術を要するため、製造事業者でなければ整備を行

うことは不可能である。 

  以上の理由により、本設備の製造事業者である上記事業者のみが整備できる唯一の事

業者であるため、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争

入札に適しないものをするとき」に基づき、随意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局企画総務部施設整備課（電話番号 06-6469-5145） 

  



 

５ 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  スポーツイベント（Do Sports Fes 2020等）魅力発信業務委託  

 

２ 契約の相手方 

  株式会社ムーヴ 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、「Do Sports Fes 2020」や「OSAKAシティウオーク」のような魅力あるスポ

ーツイベントを重点的に発信することにより市民の参加意欲を高め、本イベントに参加

いただくことによって、スポーツの参画人口を増やすことを目的としている。よって、本

業務を実施するにあたり、民間事業者の持つノウハウ・発想・創造性を活かすことが望ま

しいため、価格のみの競争入札をとらず、事業提案により事業者を募集・選定することと

した。 

その結果、１事業者から応募があり、外部委員からなる有識者会議による企画提案書審

査及びプレゼンテーション審査の結果を基に、経済戦略局公募型プロポーザル方式受注

者選定委員会において、株式会社ムーヴを受注予定者に決定した。 

以上の理由により、地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号に基づき、同社との随

意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局スポーツ部スポーツ課（電話番号 06-6469-3882） 

 

  



 

６ 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  大阪城西の丸庭園野外公演企画調整・運営業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  大阪城パークマネジメント共同事業体 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、新型コロナウイルス感染症（以下「コロナ感染症」という。）拡大により、

経済活動の再開後も、コロナ感染症拡大防止対策の徹底等が求められ、通常の興行が困難

な状態に陥っているエンターテインメント業界の活動の機会を創出するとともに、市民

に娯楽の機会を提供し、ひいては集客を促進するため、大阪城西の丸庭園（以下「庭園」

という。）において、コロナ感染症拡大防止を講じた野外での公演開催について企画調整

等を行う業務である。 

実施にあたっては、公演全体の構成・企画や会場設営、各公演を行う興行事業者の募集、

他のイベント等との調整が必要となる。 

また、庭園についても、一般利用が休止となる旨の市民への周知や、公演日や事前準備

の日において迎賓館の運営に支障が生じないようにするため、興行事業者との間に入り、

随時調整をする必要がある。 

上記事業者は、大阪城パークマネジメント事業として、指定管理業務を行っており、こ

れらの業務と密接不可分の関係にある。 

このため、仮に上記事業者以外の者に本業務を履行させた場合、指定管理業務として上

記事業者が実施している迎賓館との調整などに更に他の事業者との調整が必要となるこ

とで非効率となり、迎賓館の運営や公演に損害を与える可能性がある。また、公演の実施

後に、庭園やその他公園内の施設等において設備の破損等が発見されても、原因が公演に

あるのかどうかが不明となる可能性もある。このように、発生した損害への賠償や破損等

の修復について責任の所在が不明確になるなど、著しく支障が生じる恐れがある。 

以上の理由により、地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号「その性質又は目的が

競争入札に適しないものをするとき」に基づき上記事業者と随意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局観光部観光課（電話番号 06-6469-5164） 



 

７ 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  大阪市立大正スポーツセンター・屋内プール自動火災報知設備整備業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  パナソニック防災システムズ株式会社 

 

３ 随意契約理由 

  本案件は、大阪市立大正スポーツセンター・屋内プールに設置されている自動火災報知

設備（以下、「設備」という。）について、劣化部品の整備業務を委託するものである。 

  本設備は、火災受信盤、副表示機、中継器盤、感知器、発信機等からなる複合装置で、

これらの動作をプログラムに組み込んだ特殊仕様の装置であるが、設置後 21年が経過し、

経年劣化により設備を構成する部品に動作不良が生じる恐れがある。万が一、本設備が故

障した場合、設備として十分な能力が発揮されず、適正な施設管理を維持することが困難

な状態となり、施設の運営に支障をきたすこととなるため、本設備の劣化部品の整備を行

う必要がある。 

  本業務は、設備を構成する部品の一部について整備するものであるが、その設備につい

ては、製造事業者独自の設計思想に基づき製造されており、整備に際しては、製造事業者

独自の技術を要するため、本業務の履行にあたっては、製造事業者でなければ整備を行う

ことは不可能である。 

  以上の理由により、上記製造事業者のみが施工できる唯一の事業者であるため、地方自

治法施行令第167条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争入札に適しないものをす

るとき」に基づき、随意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局企画総務部施設整備課（電話番号 06-6469-5145） 

 

  



 

８ 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  令和２年度中学生が参加するコンサート企画運営業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  公益社団法人大阪フィルハーモニー協会 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、心豊かでいきいきとした活力に満ちた、都市としての魅力あふれる「芸術文

化都市」の創造を目指し、市民、特に青少年が芸術に親しむ環境づくりを行い、芸術文化

が生活の一部となること、また、自ら芸術家を目指す者を育てるために、子どもの頃から

「身近で気軽に芸術文化にふれること」や「第一級の芸術にふれさせること」で、より豊

かな感性を育み、生涯にわたって芸術文化に親しむきっかけとすることを目的として、市

立中学生（吹奏楽部等に所属する生徒）を対象に、プロのオーケストラ奏者に直接指導を

受けながら、吹奏楽の演奏技術の向上を図り、本格的な音楽ホールにおいてフルオーケス

トラと中学生の共演コンサートを実施するものである。 

本業務の実施にあたっては、民間事業者の持つノウハウ・発想・創造性を活かすため、

予算額の範囲内に置いて、最も効果的な事業成果を生む手法の提案を受けることが望ま

しいことから、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定することとした。 

このことから、企画提案内容について学識経験者等外部委員３名からなる有識者会議

において意見を聴取した結果、公益社団法人大阪フィルハーモニー協会の評価点が高く、

契約相手方として最適であるとのことであったため、同会議の意見を踏まえ、経済戦略局

公募型プロポーザル方式受注者選定委員会において上記事業者を受注予定者と決定した。 

以上の理由により、地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号に定める「その性質又

は目的が競争入札に適しないもの」に該当することから、上記事業者と随意契約を締結し

た。  

                          

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 

  経済戦略局文化部文化課（電話番号 06-6469-5176）

  



 

９ 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  大阪市立浪速屋内プールろ過設備整備業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  東西化学産業株式会社 大阪支店 

 

３ 随意契約理由 

  本案件は、大阪市立浪速屋内プールに設置されているろ過設備（以下、「本設備」とい

う。）について、劣化部品の取替及び周辺機器の整備業務を委託するものである。 

  本設備は、プール槽からプール水をポンプで引き出した後、除毛器で大きなゴミを取り

除き、ろ過機に通すことでろ過された澄んだ水となり、さらに滅菌器から注入される塩素

によって滅菌し、再びプール槽へ戻す仕組みであり、これを循環させることでプール水の

水質を適正に維持する目的で設置したものであるが、設置後 15年が経過し、経年劣化に

より本設備を構成するろ材の材質劣化並びに各所部品に動作不良が生じる恐れがある。 

  当該施設は、有料施設となっており、多くの施設利用者が健康増進や交流を目的に利用

していることから、万が一、本設備を構成するろ材の材質劣化並びに各所部品に動作不良

が生じた場合、プール水の水質悪化により施設利用者が施設を利用できなくなり、館の運

営に支障をきたすこととなるため、本設備の劣化部品の取替及び周辺機器の整備を行う

必要がある。 

  本案件は、本設備を構成するろ材及び各所部品の一部について整備するものであり、ろ

過機の構造、ろ材の材質、部品の形状や規格並びに制御方法等が各社異なる設計思想に基

づき製造されており、その内容については、社外開示不可となっていることから、本業務

の履行にあたっては、製造事業者でなければ整備を行うことは不可能である。 

  以上の理由により、本設備の製造事業者である上記事業者のみが施工できる唯一の事

業者であるため、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争

入札に適しないものをするとき」に基づき、随意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局企画総務部施設整備課（電話番号 06-6469-5145） 



 

 

10 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  大阪市立大阪プール自動火災報知設備整備業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  ホーチキ株式会社 関西支店 

 

３ 随意契約理由 

  本業務は、大阪市立大阪プールに設置されている自動火災報知設備（以下、「本設備」

という。）について、受信機等の劣化部品の取り替えを委託するものである。 

  本設備は、感知器などからの火災信号を受信した場合に警報内容を表示し建物内に警

報を発すると共に連動式の防火設備等を作動させる設備であるが、設置後 24年が経過し、

経年劣化により本設備を構成する機器に動作不良が生じた場合に、保守部品の入手が困

難となっており、万が一設備に不具合が発生した場合、設備の整備ができず施設利用者の

安心・安全を確保できなくなり、施設利用者に多大な迷惑をかけ、施設の運営に支障をき

たすため、機器の取替及び周辺機器の整備を行う必要がある。本設備は、機器の構成や制

御方法について、独自の設計に基づき製造されていることから、整備に際しては製造事業

者独自の技術を要するため、製造事業者でなければ整備を行うことは不可能である。 

  以上の理由により、本設備の製造事業者である上記事業者のみが整備できる唯一の事

業者であるため、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争

入札に適しないものをするとき」に基づき、随意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局企画総務部施設整備課（電話番号 06-6469-5145） 
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随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

 感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金（大阪市・府共同）事業業務委託 

 

２ 契約の相手方 

 株式会社近畿日本ツーリスト関西 

 

３ 随意契約理由 

令和２年７月 31日に開催された大阪府新型コロナウイルス対策本部会議において、感

染拡大防止のため、対象エリア及び業種を限定した営業時間短縮等の要請が８月６日か

ら８月 20日に行われることが決定され、当該要請の協力事業者に対して、府市共同によ

る協力金を急遽支給することとなった。 

要請期間終了翌日の８月 21日からただちに申請受付を開始し、申請内容を審査した後、

９月初旬に支給を開始するためには、支給に向けた体制を早急に構築する必要がある。 

本業務は、事業者からの問い合わせや申請書類の受領、保管、審査業務、不備書類等の

対応、専門家相談、口座振込業務等広範に及んでおり、また短期間に集中することが予想

され、本市直営で実施することは合理的でなく、また、これらの業務は相関性が高いため、

一括で運営業務を委託することが合理的である。 

仮に、本業務を競争入札に付した場合、審査及び支給事務等が遅れるなど、協力事業者

へ多大な不利益（損害）を及ぼすことから、地方自治法第 167条の２第１項第５号（緊急

の必要により競争入札に付することができないとき）に該当するため、随意契約を行った。 

また、極めて準備期間が限られる状況の中、上記事業者は、本業務のコールセンターや

審査業務等を行うのに必要な人員を早急に確保できる上に、他市町村における新型コロ

ナウイルス感染症関係の事業者応援金業務や特別定額給付金業務など、類似した業務の

履行実績を有している。 

以上のことから、履行能力を備えていると認められる上記事業者に対して、本業務を委

託することが本事業を安定かつ円滑に遂行するために最も合理的である蓋然性が高いこ

とから、上記事業者と特名随意契約を行った。 

 

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 



 

  経済戦略局産業振興部産業振興課（電話番号 06-6615-3012） 
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随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  大阪市八幡屋センタービル非常用発電機整備業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  東芝インフラシステムズ株式会社 関西支社 

 

３ 随意契約理由 

  本案件は、大阪市八幡屋センタービル（以下、「施設」という。）に設置されている非常

用発電機（以下、「設備」という。）について、劣化部品の整備業務を委託するものである。 

  本設備は、火災で停電となった際、施設に設置された防災設備（スプリンクラー設備、

排煙設備）を起動させるための非常用電源として設置したものであるが、設置後 25年が

経過し、経年劣化により設備を構成する部品に動作不良が生じる恐れがある。万が一、本

設備が故障した状態で火災による停電が起こった場合、設備として十分な能力が発揮さ

れず、被害が広範囲に波及するほか、適正な施設管理を維持することが困難な状態となり、

施設の運営に支障をきたすこととなるため、本設備の劣化部品の整備を行う必要がある。 

  本業務は、設備を構成する部品の一部について整備するものであるが、発電装置の構造、

部品の形状や規格等が各社異なることから、本業務の履行にあたっては、製造事業者でな

ければ整備を行うことは不可能である。 

  以上の理由により、上記製造事業者のみが施工できる唯一の事業者であるため、地方自

治法施行令第167条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争入札に適しないものをす

るとき」に基づき、随意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局企画総務部施設整備課（電話番号 06-6469-5145） 
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随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  大阪市中央公会堂中央監視制御設備整備業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー関西支社 

 

３ 随意契約理由 

  本業務は、大阪市中央公会堂に設置されている中央監視制御設備（以下、「本設備」と

いう。）について、劣化部品の整備業務を委託するものである。 

  本設備は、監視装置、変換装置、制御ソフトウエア、通信ネットワーク等からなる複合

装置で、散在する監視・制御対象となる電気機械設備（受変電設備、空調衛生設備、防災

設備等）の情報を一元的に管理する目的で設置したものであるが、設置後 18年が経過し、

経年劣化により本設備を構成する機器に動作不良が生じた場合に、保守部品の入手が困

難となっており、万が一設備に不具合が発生した場合、設備の整備ができず施設利用者の

安心・安全を確保できなくなり、施設利用者に多大な迷惑をかけ、施設の運営に支障をき

たすため、機器の取替及び周辺機器の整備を行う必要がある。本設備は、機器の構成や制

御方法について、独自の設計に基づき製造されていることから、整備に際しては製造事業

者独自の技術を要するため、製造事業者でなければ整備を行うことは不可能である。 

  以上の理由により、本設備の製造事業者である上記事業者のみが整備できる唯一の事

業者であるため、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争

入札に適しないものをするとき」に基づき、随意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局企画総務部施設整備課（電話番号 06-6469-5145） 
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随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  大阪市立西屋内プール中央監視制御設備整備業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー関西支社 

 

３ 随意契約理由 

  本案件は、大阪市立西屋内プールに設置されている中央監視制御設備（以下、「設備」

という。）について、劣化部品の整備業務を委託するものである。 

  本設備は、監視装置、変換装置、制御ソフトウエア、通信ネットワーク等からなる複合

装置で、散在する監視・制御対象となる電気機械設備（受変電設備、空調衛生設備、防災

設備等）の情報を一元的に管理する目的で設置したものであるが、設置後 16年が経過し、

経年劣化により設備を構成する部品に動作不良が生じる恐れがある。万が一、本設備が故

障した場合、設備として十分な能力が発揮されず、適正に施設を維持管理することが困難

な状態となり、施設の運営に支障をきたすこととなるため、本設備の劣化部品の整備を行

う必要がある。 

  本業務は、設備を構成する部品の一部について整備するものであるが、その設備につい

ては、製造事業者独自の設計思想に基づき製造されており、整備に際しては、製造事業者

独自の技術を要するため、本業務の履行にあたっては、製造事業者でなければ整備を行う

ことは不可能である。 

  以上の理由により、上記製造事業者のみが施工できる唯一の事業者であるため、地方自

治法施行令第167条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争入札に適しないものをす

るとき」に基づき、随意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局企画総務部施設整備課（電話番号 06-6469-5145） 
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随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  靱テニスセンター外１か所昇降機設備整備業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  日本オーチス・エレベータ株式会社 西日本支社 

 

３ 随意契約理由 

  本案件は、靱テニスセンター及び南港中央野球場に設置されている昇降機設備（以下、

「設備」という。）について、劣化部品等の整備業務を委託するものである。 

  本設備は、設置後約 25年経過し経年劣化により設備を構成する部品の各所に劣化が見

受けられるとともに、平成 20年９月に建築基準法施行令の一部が改正されたことに伴い、

安全装置等（地震時管制運転装置、戸開走行保護装置等）の設置が義務化され、この基準

に適応させるため、劣化部品の交換と共に整備を行い、適法な状態に復旧する必要がある。 

  本業務は、本設備を構成する部品について整備するものであり、昇降機の部品の形状や

規格等が各社異なることから、本業務の履行にあたっては、製造事業者でなければ整備を

行うことは不可能である。 

  以上の理由により、本設備の製造事業者である上記事業者のみが整備できる唯一の事

業者であるため、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争

入札に適しないものをするとき」に基づき、随意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局企画総務部施設整備課（電話番号 06-6469-5145） 
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随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  大阪市長居陸上競技場照明制御設備整備業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  パナソニック LSエンジニアリング株式会社 近畿支店 

 

３ 随意契約理由 

  本案件は、大阪市長居陸上競技場（以下、「競技場」という。）に設置されている照明制

御設備（以下、「本設備」という。）について、劣化部品の整備業務を委託するものである。 

  本設備は、競技場全域に設置された照明設備の制御を一括管理する目的で設置したも

のであるが、設置後 25年が経過し、経年劣化により設備を構成する部品に動作不良が生

じる恐れがある。万が一、本設備が故障した場合、設備として十分な能力が発揮されず、

適正な競技場管理を維持することが困難な状態となり、競技場の運営に支障をきたすこ

ととなるため、本設備の劣化部品の整備を行う必要がある。 

  本業務は、設備を構成する部品の一部について整備するものであるが、その設備につい

ては、製造事業者独自の設計思想に基づき製造されており、整備に際しては、製造事業者

独自の技術を要するため、本業務の履行にあたっては、製造事業者でなければ整備を行う

ことは不可能である。 

  以上の理由により、上記製造事業者のみが施工できる唯一の事業者であるため、地方自

治法施行令第167条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争入札に適しないものをす

るとき」に基づき、随意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局企画総務部施設整備課（電話番号 06-6469-5145） 
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随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  大阪城天守閣自動火災報知設備整備業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  能美防災株式会社 関西支社 

 

３ 随意契約理由 

  本業務は、大阪城天守閣に設置されている自動火災報知設備（以下、「本設備」という。）

について、受信機等の劣化部品の取り替えを委託するものである。 

  本設備は、感知器などからの火災信号を受信した場合に警報内容を表示し建物内に警

報を発すると共に連動式の防火設備等を作動させる設備であるが、設置後 23年が経過し、

経年劣化により本設備を構成する機器に動作不良が生じた場合に、保守部品の入手が困

難となっており、万が一設備に不具合が発生した場合、設備の整備ができず施設利用者の

安心・安全を確保できなくなり、施設利用者に多大な迷惑をかけ、施設の運営に支障をき

たすため、機器の取替及び周辺機器の整備を行う必要がある。本設備は、機器の構成や制

御方法について、独自の設計に基づき製造されていることから、整備に際しては製造事業

者独自の技術を要するため、製造事業者でなければ整備を行うことは不可能である。 

  以上の理由により、本設備の製造事業者である上記事業者のみが整備できる唯一の事

業者であるため、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争

入札に適しないものをするとき」に基づき、随意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局企画総務部施設整備課（電話番号 06-6469-5145） 
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随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  令和２年度豊臣期石垣公開施設展示設計変更業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  株式会社乃村工藝社 

 

３ 随意契約理由 

  豊臣期石垣公開施設は、大阪城エリアの世界的な観光拠点化を進めるうえでの主要な 

施設として「大阪都市魅力創造戦略」に位置づけており、単なる遺構の公開施設ではな 

く、国内外の観光客が大阪城の特徴である歴史の重層性を体感できる展示効果の高い施 

設とすることが求められている。 

  展示効果の高い施設としていくためには、豊臣期石垣をより印象的に公開できるよう 

な演出が不可欠であるとともに、その場に至るまでに来館者の意識の盛り上がりを促す 

ような趣向を凝らした空間が必要となる。 

  そのため平成 24年度に公募型企画提案（以下、プロポーザルという。）により民間事 

業者から石垣公開施設について創意あふれる優れたデザインや意匠のアイデアを募り、 

審査会で最も優れた提案者と契約のうえ、文化庁や石垣検討委員会と協議を重ねながら 

基本計画を策定した。 

  プロポーザルにあたっては、各民間事業者がもつ独創性や革新的手法をより広く柔軟 

に取り入れるため、展示に係る業務については協力会社への再委託を認め、技術提案説 

明書において「技術提案書を特定された者（展示に係る業務を再委託した場合は、当該 

協力事務所）は、次年度以降に、別途、展示・学習構想の具体化に向けた詳細検討及び 

設計について委託契約を締結していただく予定です。」と規定しており、平成 29年度及 

び 30年度に当該協力会社である上記事業者に設計業務を委託した。しかし、平成 31年 

度に施設整備工事を進める中で、地中障害が発生し、施設の設計を見直す必要が生じた 

ことから、施設内部の展示設計についても見直す必要がある。 

  以上の理由により、地方自治法施行令第 167条の第１項第２号「その性質又は目的が 

競争入札に適しないものをするとき」に基づき上記事業者と随意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局観光部観光課（電話番号 06-6469-5164） 
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随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  浪速購買施設非常用発電設備整備業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  ヤンマーエネルギーシステム株式会社 大阪支社 

 

３ 随意契約理由 

本案件は、浪速購買施設（以下、「施設」という。）に設置されている非常用発電設     

備（以下、「設備」という。）について、劣化部品の整備業務を委託するものである。 

本設備は、火災で停電となった際、施設に設置された防災設備（スプリンクラー設

備、排煙設備）を起動させるための非常用電源として設置したものであるが、設置後43

年が経過し、経年劣化により設備を構成する部品に動作不良が生じる恐れがある。万が

一、本設備が故障した状態で火災による停電が起こった場合、設備として十分な能力が

発揮されず、被害が広範囲に波及するほか、適正な施設管理を維持することが困難な状

態となり、施設の運営に支障をきたすこととなるため、本設備の劣化部品の整備を行う

必要がある。 

本業務は、設備を構成する部品の一部について整備するものであるが、発電装置の構

造、部品の形状や規格等が各社異なることから、本業務の履行にあたっては、製造事業

者でなければ整備を行うことは不可能である。 

以上の理由により、上記製造事業者のみが施工できる唯一の事業者であるため、地方

自治法施行令第167条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争入札に適しないもの

をするとき」に基づき、随意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局産業振興部産業振興課（電話番号 06-6615-3791） 
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随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  大阪市中央公会堂自動火災報知設備整備業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  パナソニック防災システムズ株式会社 

 

３ 随意契約理由 

  本業務は、大阪市中央公会堂に設置されている自動火災報知設備（以下、「本設備」と

いう。）について、受信機等の劣化部品の取り替えを委託するものである。 

  本設備は、感知器などからの火災信号を受信した場合に警報内容を表示し建物内に警

報を発すると共に連動式の防火設備等を作動させる設備であるが、設置後 18年が経過し、

経年劣化により本設備を構成する機器に動作不良が生じた場合に、保守部品の入手が困

難となっており、万が一設備に不具合が発生した場合、設備の整備ができず施設利用者の

安心・安全を確保できなくなり、施設利用者に多大な迷惑をかけ、施設の運営に支障をき

たすため、機器の取替及び周辺機器の整備を行う必要がある。本設備は、機器の構成や制

御方法について、独自の設計に基づき製造されていることから、整備に際しては製造事業

者独自の技術を要するため、製造事業者でなければ整備を行うことは不可能である。 

  以上の理由により、本設備の製造事業者である上記事業者のみが整備できる唯一の事

業者であるため、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争

入札に適しないものをするとき」に基づき、随意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局企画総務部施設整備課（電話番号 06-6469-5145） 
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随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  大阪市立真田山プールスクリュー冷凍設備整備業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  株式会社前川製作所 関西支店 

 

３ 随意契約理由 

  本案件は、大阪市立真田山プールに設置されたスクリュー冷凍設備（以下、「設備」と

いう。）の劣化部品の整備業務を委託するものである。 

  本設備は、真田山プールのアイススケートリンク用の熱源設備であるが、設置後 22年

が経過し、経年劣化により設備を構成する部品の能力が低下し、設備として十分な能力を

発揮することが困難な状況となっている。適正な施設運用のため、熱源設備を構成する部

品の取替及び整備を行う。 

  本設備は、スクリュー冷凍設備を構成する部品の一部を取替整備するものであり、部品

の形状や規格・構成等が各社異なっていることから、製造事業者でなければ取替整備を行

うことは不可能である。 

  また、機器の内部構造やシステムを熟知した専門的な知識や技術が必要不可欠である

こと及び責任の一元化を図る観点から、本業務の履行にあたっては、上記製造事業者のみ

が設備の機能維持確保を図ることができる唯一の事業者である。 

  以上の理由により、上記製造事業者のみが施工できる唯一の事業者であるため、地方自

治法施行令第167条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争入札に適しないものをす

るとき」に基づき、随意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局企画総務部施設整備課（電話番号 06-6469-5145） 
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随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  大阪市立真田山プールろ過設備整備業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  株式会社水処理管理センター 

 

３ 随意契約理由 

  本案件は、大阪市立真田山プール（以下、「施設」という。）に設置されているろ過設備

（以下、「設備」という。）について、劣化部品の整備業務を委託するものである。 

  本設備は、プール槽からプール水を循環ポンプで引き出した後、集毛器で大きなごみを

取り除き、ろ過機に通すことでろ過された澄んだ水となり、さらに滅菌器から注入される

塩素によって滅菌されて再びプール槽へ戻す仕組みであり、これを循環させることでプ

ール水の水質を適正に維持する目的で設置したものであるが、設置後 22年が経過し、経

年劣化により設備を構成するろ材の材質劣化及び各所部品に動作不良が生じる恐れがあ

る。 

  当該施設は、有料施設となっており、多くの施設利用者が健康増進や交流を目的に利用

していることから、万が一、本設備が故障した場合、設備として十分な能力が発揮されず、

プール水の水質を適正に維持することが困難な状態となり、施設の運営に支障をきたす

こととなるため、本設備の劣化部品の整備を行う必要がある。 

  本業務は、設備を構成するろ材及び各所部品の一部について整備するものであり、ろ過

機の構造、ろ材の材質、部品の形状や規格並びに制御方法等が各社異なる設計思想に基づ

き製造されており、その内容については、社外開示不可となっていることから、本業務の

履行にあたっては、製造事業者でなければ整備を行うことは不可能である。 

  以上の理由により、上記製造事業者のみが施工できる唯一の事業者であるため、地方自

治法施行令第167条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争入札に適しないものをす

るとき」に基づき、随意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局企画総務部施設整備課（電話番号 06-6469-5145） 
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随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  大阪市長居陸上競技場中央監視制御設備整備業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  富士通株式会社 関西支社 

 

３ 随意契約理由 

  本案件は、大阪市長居陸上競技場（以下、「競技場」という。）に設置されている中央監

視制御設備（以下、「本設備」という。）について、劣化部品の整備業務を委託するもので

ある。 

  本設備は、監視装置、変換装置、制御ソフトウエア、通信ネットワーク等からなる複合

装置で、散在する監視・制御対象となる電気機械設備（受変電設備、空調衛生設備、防災

設備等）の情報を一元的に管理する目的で設置したものであるが、設置後 25年が経過し、 

経年劣化により設備を構成する部品に動作不良が生じる恐れがある。万が一、本設備が故

障した場合、設備として十分な能力が発揮されず、適正な競技場管理を維持することが困

難な状態となり、競技場の運営に支障をきたすこととなるため、本設備の劣化部品の整備

を行う必要がある。 

 本業務は、設備を構成する部品の一部について整備するものであるが、その設備につい

ては、製造事業者独自の設計思想に基づき製造されており、整備に際しては、製造事業者

独自の技術を要するため、本業務の履行にあたっては、製造事業者でなければ整備を行う

ことは不可能である。 

 以上の理由により、上記製造事業者のみが施工できる唯一の事業者であるため、地方自

治法施行令第167条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争入札に適しないものをす

るとき」に基づき、随意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局企画総務部施設整備課（電話番号 06-6469-5145） 
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随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  大阪市長居陸上競技場大型映像装置整備業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  東芝インフラシステムズ株式会社 関西支社 

 

３ 随意契約理由 

  本案件は、大阪市長居陸上競技場（以下、「競技場」という。）に設置されている大型映

像装置（以下、「本装置」という。）について、劣化部品の整備業務を委託するものである。 

  本装置は、競技場で行うイベントの映像情報を映し出す装置である。また、災害発生時

は、赤外線火災覚知設備や避難誘導システムと連携し、本装置に６か国語の避難誘導情報

を文字と映像で表示し、競技場利用者を敏速、安全に避難誘導が行えるようにプログラム

を組み込んだ特殊仕様の装置であるが、設置後 25年が経過し、経年劣化により装置を構

成する部品に動作不良が生じる恐れがある。万が一、本装置の部品に動作不良が発生した

場合、装置として十分な能力が発揮されず、競技場利用者の安心・安全を確保できない状

態では、競技場利用者に多大な迷惑をかけ、競技場の運営に支障をきたすため、劣化部品

の取替及び周辺機器の整備を行い、正常な状態に復旧する必要がある。 

  本業務は、装置を構成する部品の一部について整備するものであるが、その装置につい

ては、製造事業者独自の設計思想に基づき製造されており、整備に際しては、製造事業者

独自の技術を要するため、本業務の履行にあたっては、製造事業者でなければ整備を行う

ことは不可能である。 

  以上の理由により、上記製造事業者のみが施工できる唯一の事業者であるため、地方自

治法施行令第167条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争入札に適しないものをす

るとき」に基づき、随意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局企画総務部施設整備課（電話番号 06-6469-5145） 
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随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  大阪市立天王寺スポーツセンター・真田山プール空調自動制御設備整備業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー関西支社 

 

３ 随意契約理由 

  本案件は、大阪市立天王寺スポーツセンター・真田山プール（以下、「施設」という。）

に設置されている自動制御設備（以下、「設備」という。）について、劣化部品の整備業務

を委託するものである。 

  本設備は、館内空調、屋内外のプール水を加温・冷却するための熱源と冷温水ポンプを

コントロールする制御機器で、本施設の館内と屋内外のプール水を適正な温度にする目

的で設置したものであるが、設置後 22年が経過し、経年劣化により設備を構成する各所

部品に動作不良が生じる恐れがある。 

  本施設は、有料施設となっており、多くの施設利用者が健康増進や交流を目的に利用し

ていることから、万が一、本設備が故障した場合、設備として十分な能力が発揮されず、

館内空調及びプール水の温度を適正に維持することが困難な状態となり、館の運営に支

障をきたすこととなるため、本設備の劣化部品の整備を行う必要がある。 

  本業務は、設備を構成する空調自動制御設備の一部について整備するものであり、自動

制御機器の構造、部品の形状や規格並びに制御方法等が各社異なる設計思想に基づき製

造されており、その内容については、社外開示不可となっていることから、本業務の履行

にあたっては、製造事業者でなければ整備を行うことは不可能である。 

  以上の理由により、上記製造事業者のみが施工できる唯一の事業者であるため、地方自

治法施行令第167条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争入札に適しないものをす

るとき」に基づき、随意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局企画総務部施設整備課（電話番号 06-6469-5145） 
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随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  令和２年度インテックス大阪建物等診断・調査業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  株式会社東畑建築事務所 本社オフィス大阪 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、開業から 35年が経過し、経年劣化が進行するインテックス大阪の建物・設

備について、専門家による詳細な劣化状況等の調査を行い、老朽化による運営上のリスク

を可能な限り明確にすることで、今後の計画的な施設修繕や適切な維持保全に役立てる

とともに、令和４年度からのインテックス大阪の運営事業者の新たな公募選定にあたっ

ての市と運営事業者とのリスク分担を適切に行うために実施するものである。 

仮に施設の劣化リスクが顕在化した場合には、利用者の安全性や利便性を阻害するこ

とはもちろんのこと、運営上著しい影響が生じる恐れがあり、その場合、運営事業者との

間での訴訟リスクが生じることも懸念される。そのため、公募にあたっては事前に適切な

リスク管理とリスク分担を行うことが重要な要素となっており、本業務にあたっては限

られた公募開始までの期間に迅速かつ精度の高い調査結果を得る必要がある。 

上記事業者は、インテックス大阪の概ねすべての施設において建築、設備の設計・監理

業務を手掛け、各展示館の空調設備の増設をはじめとして、屋外建物の増設や特定天井の

改修など様々な増改修工事に携わっており、インテックス大阪の建築、機械、電気設備等

全般において詳細に精通しているとともに様々な運営上の相談依頼にも対応しているな

ど、設立当初からの経緯・状況を最も把握している。 

令和４年度からの運営事業者公募にあたり、全国的にも類似施設の希少な大規模かつ

特殊な施設であるインテックス大阪の劣化状況を隅々まで把握して精度の高い調査をで

きる事業者は、上記事業者のみである。 

以上の理由により、地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号「その性質又は目的が

競争入札に適しないものをするとき」に基づき上記事業者と随意契約を締結した。 

                           

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 

  経済戦略局立地交流推進部国際担当（電話番号 06-6615-3743）
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随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  大阪市立浪速スポーツセンター・屋内プール・アイススケート場中央監視制御設備整備

業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー関西支社 

 

３ 随意契約理由 

  本案件は、大阪市立浪速スポーツセンター・屋内プール・アイススケート場（以下、「施

設」という。）に設置されている中央監視制御設備（以下、「設備」という。）について、

劣化部品の整備業務を委託するものである。 

  本設備は、監視装置、変換装置、制御ソフトウエア、通信ネットワーク等からなる複合

装置で、散在する監視・制御対象となる電気機械設備（受変電設備、照明制御設備、空調

衛生設備、防災設備等）の情報を一元的に管理する目的で設置したものであるが、設置後

15 年が経過し、経年劣化により設備を構成する部品に動作不良が生じる恐れがある。万

が一、本設備の部品に動作不良が発生した場合、設備として十分な能力が発揮されず、適

正に施設を管理することが困難な状態となり、施設の運営に支障をきたすこととなるた

め、本設備の劣化部品の整備を行う必要がある。 

  本業務は、設備を構成する部品の一部について整備するものであるが、その設備につい

ては、製造事業者独自の設計思想に基づき製造されており、整備に際しては、製造事業者

独自の技術を要するため、本業務の履行にあたっては、製造事業者でなければ整備を行う

ことは不可能である。 

  以上の理由により、上記製造事業者のみが施工できる唯一の事業者であるため、地方自

治法施行令第167条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争入札に適しないものをす

るとき」に基づき、随意契約を締結した。 

 

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 

  経済戦略局企画総務部施設整備課（電話番号 06-6469-5145） 


