
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 食品表示関係法規集追録　買入 51：図書 中央法規出版株式会社 47,278 R3.11.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G８ -

2 獣医公衆衛法規集追録外1点　買入 51：図書 中央法規出版株式会社 90,662 R3.11.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G８ -

3 ビル衛生管理関係実務便覧　追録　買入 51：図書 第一法規株式会社 6,876 R3.11.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G８ -

4
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 6,402 R3.11.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G８ -

5
新型コロナウイルスワクチン個別接種用の医
療用薬資材　買入

27：医療用
機器

石黒メディカルシステム株
式会社

93,170 R3.11.1
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 -

6
新型コロナウイルスワクチン個別接種用酸素
ボンベ　買入

27：医療用
機器

株式会社馬場酸素 315,480 R3.11.1
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 -

7
一般事務事業用　庁内情報利用パソコン
（ACBW288C）修繕

26：OA機
器・用品

株式会社大塚商会LA関
西営業部

260,365 R3.11.8
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 -

8
公用車（なにわ300ね8591）自動車定期点検
整備（法定12か月点検）にかかる追加整備

37：自動車
修理

天満自動車工業株式会社 50,380 R3.11.12
地方自治法施行令

第167条の２第１項第６号
G33 -

9
西淀川区保健福祉センターエックス線一般撮
影システム修繕

27：医療用
機器

島津メディカルシステムズ
株式会社

52,250 R3.11.16
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
インフルエンザ予防にかかる普及啓発ポス
ター 印刷

05：活平版 イシイ株式会社 30,690 R3.11.18
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 -

11
最新医薬品・医療機器等取扱法規の手引き
（追録100号） 買入

51：図書 新日本法規出版株式会社 3,271 R3.11.24
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G８ -

12
最新医薬品・医療機器等取扱法規の手引き
（追録101号） 買入

51：図書 新日本法規出版株式会社 2,734 R3.11.24
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G８ -
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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
「保健師・看護師の結核展望116号」　外2点
買入

51：図書 株式会社かんぽう 6,039 R3.11.25
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G８ -

14
令和３年度　新型コロナ感染症にかかる感染
性廃棄物用プラスチック容器（感染症対策
課）買入（単価契約）【その３】

27：医療用
機器

大阪廃棄物処理株式会社 単価契約473円外 R3.11.29
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 -

11月
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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個別接種用の医療用薬資材 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、個別接種実

施医療機関を増設するにあたり、必要な資材を準備することとなった。 

今回、買入を行う医療用薬資材については、新規医療機関での新型コロナワクチン個

別接種に使用するものであり、直ちに接種が開始されるため、至急各医療機関に資材を

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、医療用薬資材の納入実績のある業者など複数の業者へ見積り依

頼をした結果、唯一、上記業者のみが当該資材を納期までに納品可能であるとの回答を得

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個別接種用の医療用酸素ボンベ 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、個別接種実

施医療機関を増設するにあたり、必要な資材を準備することとなった。 

今回、買入を行う酸素ボンベについては、新規医療機関での新型コロナワクチン個別

接種に使用するものであり、直ちに接種が開始されるため、至急各医療機関に資材を納

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、酸素ボンベの納入実績のある業者など複数の業者へ見積り依頼

をした結果、唯一、上記業者のみが当該資材を納期までに納品可能であるとの回答を得た

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） 



別紙２ 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

一般事務事業用 庁内情報利用パソコン（ACBW288C）修繕 

 

２ 契約の相手方 

株式会社 大塚商会 

 

３ 随意契約理由 

業務に従事している間の事故により、庁内情報利用パソコン(ACBW288C)

が作動せず、修繕が必要となった。 

   当庁内情報利用パソコンは、文書作成業務・会計業務、メールの送受信

等の業務のほか、各種保健事業会計年度任用職員にかかる勤怠管理や各種

書類等の印刷・送付等に使用する必要があり、直ちに修繕を行わなければ、

日常業務や実施事業の遂行に支障をきたすこととなる。 

本件契約の相手方については、庁内情報利用パソコンリース契約会社の保

守業務委託業者であることから、緊急的な修繕にも対応可能なため、本件業

務を委託することとし、特名により契約締結する。 

        

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号 

 

５ 担当部署 

健康局健康推進部健康施策課（電話番号 06－6208－9952） 



随意契約理由書 

 

1 案件名称   大阪市西淀川区保健福祉センター エックス線一般撮影システム修繕 

 

2 契約の相手方 島津メディカルシステムズ株式会社 

 

3 随意契約理由 

エックス線一般撮影システムについては、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が、西淀川区保健福祉セ

ンターに設置されている装置において、装置起動時にエラーメッセージが表示さ

れ、電源が入らず、また、放射線が発生せず撮影できない状況となっている。 

現状のままでは、各種保健事業が実施できず、市民サービスに支障をきたすた

め、今回修理を行うこととする。 

本装置は島津メディカルシステムズ株式会社製造であり、国内で唯一修理・メンテ

ナンスの実施が出来るのが島津メディカルシステムズ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 

インフルエンザ予防にかかる普及啓発ポスター印刷 

 

２ 契約の相手方 

大阪市中央区瓦屋町２－１０－２５ 

イシイ株式会社 代表取締役 石井 洋介 

 

３ 業者選定理由 

本件ポスターは、インフルエンザの感染予防・まん延防止のために、平成

25 年度から大阪府及び本市を含む府下保健所設置市において統一した普及啓

発を図るために共同作成を行い、各所管の関係機関に配付しているものです。 

本ポスターの作成にあたっては、厚生労働省が都道府県あて配付しているイ

ンフルエンザ啓発ツールのうち、厚生労働省版インフルエンザ予防啓発ポスタ

ーのデータを基に、大阪府が府下各都市の意見集約を行ったうえで大阪府下版

を作成していることや、同一印刷物を各都市にて個別発注するよりも、取り纏

めのうえ業者選定を行う事が事務作業や契約金額の面においても効果が期待

できることから、本市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、

寝屋川市、吹田市が大阪府に対して業者選定依頼を行い、大阪府が比較見積を

実施のうえ業者を決定しています。 

よって、本契約にあたっては、大阪府からの通知により決定された業者を特

名し、決定単価により契約を締結することとします。 

 

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 

健康局保健所感染症対策課感染症グループ（電話番号 06‐6647‐0656） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和３年度新型コロナ感染症にかかる感染性産業廃棄物用プラスチック容器 

（感染症対策課）買入（単価契約）【その３】 

 

２ 契約の相手方 

大阪廃棄物処理株式会社 

 

３ 随意契約理由 

新型コロナウイルス感染症のＰＣＲ検査やワクチン接種を行う際に使用した感染予防の

ための防護具（N95マスクやガウン、手袋等）やワクチン接種用品(使用済の注射針や注射

筒、綿花等)については、感染性廃棄物として適切に処理する必要がある。 

現在、大阪市において市内5か所に検査場を設置しうち3か所は大阪市が運営しており、

市内にワクチン集団接種会場を設置し予防接種を実施している。 

各会場にて発生した感染性廃棄物は、排出時の感染防止のため、専用の廃棄物格納容器

にて格納後、業務委託にて収集・運搬・処分を行う必要がある。 

本来なら入札により業者決定を行うべきであるが、接種状況に対応し接種会場の開設や

閉鎖が随時変更されており、直近のスケジュールしか見込が立たず、契約期間中の排出量

が算定できない状況であり、契約期間中の排出量が不明なため一般競争入札に付する期間

確保が不可能である。 

上記業者であれば、本市との間で感染性産業廃棄物の廃棄物格納容器を納入しており、

排出量の増加等不測な事態でも迅速かつ正確な対応を行っており、また、新型コロナ

ウイルスの PCR 検査や集団接種会場等で発生する廃棄物格納容器の納入も行ってお

り、実績等もあり業務内容についても精通し安定的な対応が可能であるため引き続き随

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 

健康局大阪市保健所感染症対策課（新型コロナウイルス感染症グループ）    

担当：勝田 森下 

電話番号 06-6647-0739 


