
健康局発注の物品供給等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（少額随意契約分）

No. 案　件　名　称 物品種目 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 食品表示マニュアル追録　外2点　買入 51：図書 中央法規出版株式会社 152,988 R3.10.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

2
獣医衛生・動物愛護管理業務必携追録　買
入

51：図書 中央法規出版株式会社 27,258 R3.10.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

3 食品表示マニュアル追録　外1点　買入 51：図書 中央法規出版株式会社 55,572 R3.10.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

4 廃棄物処理実務便覧　追録　買入 51：図書 第一法規株式会社 9,895 R3.10.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

5
最新　医薬品・医療機器等取扱法規の手引　
買入

51：図書 新日本法規出版株式会社 6,005 R3.10.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

6 医薬品、医療機器関係実務便覧　買入 51：図書 新日本法規出版株式会社 8,642 R3.10.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

7 エックス線画像診断装置（Plissimo1000）修繕
27:医療用機

器
コニカミノルタジャパン株
式会社

29,810 R3.10.4
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
別紙のとおり -

8
最新医薬品・医療機器等取扱法規の手引
（追録96・97号）　買入

51：図書 新日本法規出版株式会社 8,642 R3.10.5
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

9
動物愛護管理事業用「なにわ１００さ６３３５」
法定１２ヵ月点検継続検査追加整備

37：自動車
修理

武田自動車工業株式会社 36,795 R3.10.5
地方自治法施行令

第167条の２第１項第６号
G33 -

10
栄養関係法規類集　追録301号（外1件）　買
入

51：図書 新日本法規出版株式会社 19,240 R3.10.11
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

11 精神保健福祉関係例規集（264‐265）　買入 51：図書 東京法令出版株式会社 8,900 R3.10.12
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

12
感染症診査協議会用放射線画像管理機器
のDVDドライブ修繕

26：OA機
器・用品

コニカミノルタジャパン株
式会社

23,320 R3.10.12
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
別紙のとおり -

10月

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


健康局発注の物品供給等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（少額随意契約分）

No. 案　件　名　称 物品種目 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

13 地方財務実務提要（追録603～606号）　買入 51：図書 株式会社ぎょうせい 11,132 R3.10.13
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

14
大阪広域環境施設組合所有の業務用車の
破損による点検

37：自動車
修理

武田自動車工業株式会社 36,300 R3.10.13
地方自治法施行令

第167条の２第１項第５号
G23 -

15
新型コロナウイルスワクチン集団接種（小児）
用酸素マスク他1点　買入

27：医療用
機器

株式会社馬場酸素 22,220 R3.10.15
地方自治法施行令

第167条の２第１項第５号
別紙のとおり -

16
新型コロナウイルスワクチン集団接種(小児)
用のアンブ蘇生バッグ他3点　買入

27：医療用
機器

石黒メディカルシステム株
式会社

169,334 R3.10.15
地方自治法施行令

第167条の２第１項第５号
別紙のとおり -

17
自殺危機初期介入スキルワークショップテキ
スト外1点　買入

51：図書 学校法人ルーテル学院 69,180 R3.10.18
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

18 専門監視事業用　公用車自動車修理
37：自動車
修理

武田自動車工業株式会社 208,219 R3.10.21
地方自治法施行令

第167条の２第１項第５号
G23 -

19
大阪広域環境施設組合所有の業務用車の
破損による修理

37：自動車
修理

武田自動車工業株式会社 264,781 R3.10.25
地方自治法施行令

第167条の２第１項第６号
G33 -

20
最新医薬品・医療機器等取扱法規の手引
（追録98,99号）　買入

51：図書 新日本法規出版株式会社 8,985 R3.10.26
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

21
中央卸売市場食品衛生検査所の過酸化水
素計のセプタム等交換修繕

28:理化学機
器

宮本理研工業株式会社 13,750 R3.10.27
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
別紙のとおり -

10月

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


随意契約理由書 

 

1 案件名称   大阪市住吉区保健福祉センター エックス線デジタル診断装置 修繕 

 

2 契約の相手方 コニカミノルタジャパン株式会社 

 

3 随意契約理由 

エックス線デジタル診断装置については、デジタル撮影を行っている各区保健

福祉センターに設置し、がん検診事業をはじめとする各種保健事業で使用してい

る。現在、住吉区保健福祉センターに設置している本装置は、システム日時が正

しく表示されないといった不具合が発生している。本装置の画像データは、撮影

日時で管理しており、システム日時がずれることにより正しく画像表示がされず、

確実な読影を実施できなくなるため、今回修理を行うこととする。 

本装置はコニカミノルタジャパン株式会社製であり、国内で唯一修理・メンテナン

スの実施が出来るのがコニカミノルタジャパン株式会社だけである。 

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 号に基づき、同社と

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 

   健康局健康推進部健康施策課管理グループ（電話 06-6208-9952） 

 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  感染症診査協議会用放射線画像管理機器の DVDドライブ交換修理 

 

２ 契約の相手方 

  大阪市西区西本町 2-3-10西本町インテス 6F 

  コニカミノルタジャパン株式会社 

 

３ 随意契約理由 

本市において、年間を通じて感染症診査協議会結核部会（以下、診査会）を開催し、

各区から提出される結核治療にかかる公費負担申請の合否診査を行っている。公費負担

の申請は添付資料として放射線画像が必要で、ここ数年はデジタル画像データでの添付

が主流となっている。 

 

令和 3年 7月 12日、画像管理機器で診査会資料のデジタル画像データを取り込んで

いたところ DVD ドライブに不具合が生じ、放射線画像データを直接取り込む事が出来

なくなった。 

円滑な審査会の開催という観点からも、早急な修繕を行う必要があると考えられる。 

 

診査会で使用している画像管理機器は、NEC キャピタルソリューション株式会社と

契約しているリース物品であるがリース業者では修繕行為を行えない為、リースした画

像管理機器の販売元であるコニカミノルタジャパン株式会社が修繕を行う必要がある

ので、特名随意契約を締結する。 

 

なお修繕部品については発注から数週間かかるため、履行期限については令和 3 年

10月 31日までとする。 

 

４ 根拠法令 

 地方自治法施行令第 167条の 2 第 1項第 5号 

 

５ 担当部署 

 健康局保健所感染症対策課（結核グループ） 

（電話番号 06－6647－0653） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

新型コロナウイルスワクチン集団接種（小児）用酸素マスク他1点 買入 

 

２ 契約相手方 

  株式会社 馬場酸素 

 

３ 随意契約理由 

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン（以下「新型コロナワクチン」という。）

については、国民への円滑な接種を実施するため、国の主導的役割、広域的視点、住民

に身近な視点から、必要な体制の確保に取り組んでいくこととされている。 

新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生を減少させるとともに、新型

コロナウイルス感染症のまん延の防止を図るためにも、ワクチン接種を早期完了し、市

民の不安を払拭し、一刻も早く安心、安全のくらしを取り戻すことが至急必要とされる

責務である。 

以上のことから、市民に対する新型コロナワクチン接種を促進するため、本市におい

ても接種対象者を拡充し、集団接種会場でも小児への接種を行うこととなった。 

今回、買入を行う小児用酸素マスク他1点については、集団接種会場での新型コロナ

ワクチン小児接種に使用するものであり、10月16日より接種を行うため、接種日までに

資材を納品しなければならず、緊急に契約を締結する必要があり、競争入札の方法によ

る手続きをとると、その時期を失し、あるいは契約の目的を達することができなくなっ

てしまう。 

業者選定については、本市との取引実績があり、かつ、当該資材を納期までに納品が可

能であると回答を得たことから、上記業者と契約締結を行う。 

 

４ 根拠法令 

 地方自治法施行令第167条の２第１項第５号 

 

５ 担当部署 

 健康局大阪市保健所感染症対策課（電話番号06-6647-0813） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

新型コロナウイルスワクチン集団接種（小児）用アンブ蘇生バッグ他3点 買入 

 

２ 契約相手方 

  石黒メディカルシステム株式会社 

 

３ 随意契約理由 

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン（以下「新型コロナワクチン」という。）

については、国民への円滑な接種を実施するため、国の主導的役割、広域的視点、住民

に身近な視点から、必要な体制の確保に取り組んでいくこととされている。 

新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生を減少させるとともに、新型

コロナウイルス感染症のまん延の防止を図るためにも、ワクチン接種の早期完了によ

り、市民の不安を払拭し、一刻も早く安心、安全のくらしを取り戻すことが至急必要と

される責務である。 

以上のことから、市民に対する新型コロナワクチン接種を促進するため、本市におい

ても接種対象者を拡充し、集団接種会場でも小児への接種を行うこととなった。 

今回、買入を行う小児用アンブ蘇生バッグ他3点については、集団接種会場での新型

コロナワクチン小児接種に使用するものであり、10月16日より接種を行うため、接種日

までに資材を納品しなければならず、緊急に契約を締結する必要がある。また、競争入

札の方法による手続きをとると、その時期を失し、あるいは契約の目的を達することが

できなくなってしまう。 

業者選定については、本市との取引実績があり、かつ、当該資材を納期までに納品が可

能であると回答を得たことから、上記業者と契約締結を行う。 

 

４ 根拠法令 

 地方自治法施行令第167条の２第１項第５号 

 

５ 担当部署 

 健康局大阪市保健所感染症対策課（電話番号06-6647-0813） 



 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

中央卸売市場食品衛生検査所の過酸化水素計のセプタム等交換修繕 

 

２ 契約の相手方 

宮本理研工業株式会社 

 

３ 随意契約理由 

本件は、過酸化水素計保守点検業務委託において、保守点検中に機器の部品（セプタム、

サンプル注入口防水パッキン、温水循環口チューブ継手）を交換する必要が生じたため、別

途契約するものである。今回発生した部品交換については、機器の保守点検を実施している

過程で判明したものであり、現在、当該機器は保守点検中であるため、機器の状態を把握し

ている宮本理研工業株式会社に依頼するのが合理的かつ確実である。 

以上の理由により当該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 6号 

 

５ 担当部署 

健康局健康推進部生活衛生課（電話番号 06‐6208‐9996） 


