
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
問答式　廃棄物処理の手引　追録　外5点
買入

51：図書 新日本法規出版株式会社 24,974 R3.6.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

2 食品関係法規集追録　買入 51：図書 中央法規出版株式会社 92,400 R3.6.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

3
健康局事務室　乾式電子複写機　３台再リー
ス（単価契約）

158:事務用
品賃貸

富士フイルムビジネスイノ
ベーションジャパン株式会社

単価契約0.68円 R3.6.1
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 -

4
乾式電子複写機（生活衛生課設置分）再リー
ス（単価契約）

158:事務用
品賃貸

シャープマーケティングジャ
パン株式会社

単価契約0.61円 R3.6.1
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 -

5
新型コロナウィルスLAMP法検査にかかるマ
イクロピペット外６点買入

27:医療用機
器

竹内化学株式会社 430,320 R3.6.7
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集団接種用酸素
ボンベ　買入

27:医療用機
器

株式会社馬場酸素 80,080 R3.6.17
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
新型コロナウイルスワクチン個別・集団接種
用の医療用薬資材（追加納品分）　買入

27:医療用機
器

石黒メディカルシステム株式
会社

285,571 R3.6.22
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 恒温水槽の攪拌ポンプ修繕
28:理化学機

器
八洲薬品株式会社 62,920 R3.6.28

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 -

9
新型コロナウイルス対策に伴う24区連絡調整
用携帯電話の短期借入延長

165:その他
賃貸

山王スペース＆レンタル株式
会社

295,680 R3.6.30
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
保健所体制強化にかかる携帯電話の短期借
入延長

165:その他
賃貸

山王スペース＆レンタル株式
会社

652,960 R3.6.30
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
新型コロナウイルス対策用　保健所人員増員
連絡調整用携帯電話の短期借入延長

165:その他
賃貸

山王スペース＆レンタル株式
会社

308,000 R3.6.30
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 -

12
保健所応援職員増員連絡調整用携帯電話
の短期借入延長

165:その他
賃貸

山王スペース＆レンタル株式
会社

369,600 R3.6.30
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月

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf#
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
新型コロナウイルス対策人員増加に伴う携帯
電話の短期借入延長

165:その他
賃貸

山王スペース＆レンタル株式
会社

628,320 R3.6.30
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 -

６月

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

健康局事務室 乾式電子複写機３台（再リース）単価契約 

 

２ 契約の相手方 

富士フイルム ビジネス イノベーションジャパン株式会社 

 

３ 随意契約理由 

   平成 29 年４月１日から富士フイルム ビジネス イノベーションジャパン株式会社と

契約を締結している乾式電子複写機１台、平成 29 年６月１日から同社と契約を締結し

ている乾式電子複写機２台の単価契約が、令和３年５月３１日をもって契約期間満了と

なる。 

令和３年６月以降も引き続き乾式電子複写機が必要であり、印刷見込枚数等を勘案す

ると、４年間の長期継続契約が妥当である。 

しかし、昨今の新型コロナウイルス感染症対応に伴う応援業務や、急遽増員される職

員が利用するパソコンの確保等の、緊急的かつ重要性の高い業務に対応する必要があっ

たため、導入に向けた事前準備期間が十分に取れず、更新作業が事実上困難であった。

そのため、機器更新を令和３年９月１日から（令和７年８月 31日までの４年間）とし、

入札の準備期間を確保する観点から、次回更新までの令和３年６月１日から８月 31 日

までの３か月間については、現行機器を再リースすることとする。 

   以上のことから本契約は地方自治法施行令１６７条の２第１項第２号（性質又は目的

が競争入札に適用しないものをするとき）により、同業者と随意契約を行う。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

健康局総務部総務課（電話番号 06－6208－9892） 



 

 

  

随意契約理由書  

  

  

１ 案件名称      

健康局事務室 乾式電子複写機１台（再リース）単価契約  

  

２ 契約の相手方  

シャープマーケティングジャパン株式会社  

  

３ 随意契約理由  

    平成 30 年５月１日からシャープマーケティングジャパン株式会社と契約を締結して

いる乾式電子複写機１台の単価契約が、令和３年５月３１日をもって契約期間満了とな

る。  

令和３年６月以降も引き続き乾式電子複写機が必要であり、印刷見込枚数等を勘案す

ると、４年間の長期継続契約が妥当である。  

しかし、昨今の新型コロナウイルス感染症対応に伴う応援業務や、急遽増員される

職員が利用するパソコンの確保等の、緊急的かつ重要性の高い業務に対応する必要が

あったため、導入に向けた事前準備期間が十分に取れず、更新作業が事実上困難であ

った。そのため、機器更新を令和３年９月１日から（令和７年８月 31日までの４年

間）とし、入札の準備期間を確保する観点から、次回更新までの令和３年６月１日か

ら８月 31 日までの３か月間については、現行機器を再リースすることとする。  

     以上のことから本契約は地方自治法施行令１６７条の２第１項第２号（性質又は目的

が競争入札に適用しないものをするとき）により、同業者と随意契約を行う。  

  

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号  

  

５ 担当部署 

健康局総務部総務課（電話番号 06－6208－9892）  



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

新型コロナウイルス LAMP 法検査にかかるマイクロピペット外６点 買入 

 

２ 契約の相手方 

竹内化学株式会社 

 

３ 随意契約理由 

本市では現在、（独法）大阪健康安全基盤研究所にて PCR 検査のほか、LAMP 法を用いた遺伝子検

査体制を本市保健所（保健衛生検査所）において整備することとし、必要な機器や試薬等の調達を

進めてきたところである 

現在、保健衛生検査所では、主に大阪市立大学医学部附属病院の敷地内に設置している検査場に

て採取した検体の検査を行っている。 

今回、保健衛生検査所より、今後検査を実施していくにあたり、必要な医薬資材の購入要請があ

ったので入札による調達を行うべく事務処理を行っていたが、現在、上記物資は全国的に品薄状態

となっており、市場への供給が不安定であるとの情報を得た。そのため、至急、業者と契約する必

要があるが、入札による調達を行っていると必要な医薬資材の調達ができない恐れがあることから、

健康局と医薬品の買入契約実績のある業者３者より見積もりを聴取した結果、上記業者が一番安価

であり、また、履行期限日までに早期に納品可能であったので契約締結をするものである。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167条の２ 第１項第５号 

 

５ 担当部署 

健康局保健所感染症対策課（電話番号 06-6647-0739） 



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用酸素ボンベ 買入 

２ 契約の相手方 

  株式会社 馬場酸素 

 

３ 随意契約理由 

わが国において、新型コロナウイルス感染症の蔓延はさらに勢いを増しており、全

国で多数の感染者が発生し、大阪府では３回目の緊急事態宣言が発令されるなど今後

も収束する見込みが不明な中、新型コロナウイルス対応は緊張度の極めて高い状況が

続いている。 

このような状況の中、国民のワクチンへの期待は日に日に高まっており、本市にお

いても新型コロナウイルスワクチンの迅速かつ適切な接種の推進のため、大阪市新型

コロナウイルスワクチン接種推進本部を設置するとともに、新型コロナウイルスワク

チン接種の専任グループを発足し、準備を進めてきたところである。 

現在、医療機関による個別接種、各区における区集団接種および大規模集団接種を

行っているが、さらなる接種の推進に向け、各区における区集団接種会場の増設を行

うにあたり、資材を準備する必要がある。 

今回の医療用酸素ボンベの買入については、6 月 26 日から予定している新型コロ

ナウイルスワクチンの新規開設区集団接種会場に使用するものであり、至急納品する

必要がある。また、このような動きは全国の自治体で一斉に起きており、メーカーの

供給能力を大幅に超え、深刻な品不足になる可能性があるため、至急調達する必要が

あることから、地方自治法施行令第 167条の２第１項第５号に該当するため、緊急の

随意契約を行う。 

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酸素ボンベを取り扱っ



ている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ことから、上記業者と契約締結する。 

 

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用の医療用薬資材（追加納品分） 買入 

 

２ 契約の相手方 

  石黒メディカルシステム株式会社 

 

３ 随意契約理由 

わが国において、新型コロナウイルス感染症の蔓延はさらに勢いを増しており、全

国で多数の感染者が発生し、大阪府では緊急事態宣言が３回発令されるなど今後も収

束する見込みが不明な中、コロナウイルス対応は緊張度の極めて高い状況が続いてい

る。 

このような状況の中、国民のワクチンへの期待は日に日に高まっており、本市にお

いても新型コロナウイルスワクチンの迅速かつ適切な接種の推進に向け、大阪市新型

コロナウイルスワクチン接種推進本部を設置するとともに、新型コロナウイルスワク

チン接種の専任グループを発足して接種に向けた準備を進めている。 

さらに、早期の接種完了に向け、集団接種会場とは別に６月７日に大阪市大規模接

種センター（インテックス大阪会場）の開設したところである。 

今回の医療用薬資材の買入については、大阪市大規模接種センター開設後に関係先

（大阪市大医師、看護協会、歯科医師会、薬剤師会など）において会場運営に必要な

医療用薬資材の需要が発生したことや、開設当初は 65 歳以上を接種対象にしていた

が、当会場の予約状況を鑑み 6月 19日より接種券が届いたすべての市民に接種対象

を拡大したことから、副反応が発生する事案も急激に増加したため、これらに対応す

るための医療用資材を追加で調達する必要が発生した。 

被接種者に安全な接種体制を確保し続ける必要があり、至急調達する必要がある。



そのため、競争入札による契約手続きを行うと契約の時期を失い、納期までの納品が

できない可能性があるため、緊急の随意契約により契約を行う。 

業者選定については、新型コロナウイルスワクチン集団接種用薬資材の買入の業者

へ見積り依頼をした結果、当該薬資材を納期までの納品が可能であることから、上記

業者と契約締結する。 

 

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 

保健所感染症対策課（大規模接種センター担当）（電話番号 06-6208-9757） 



 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

東部市場食品衛生検査所の恒温水槽修繕 

 

２ 契約の相手方 

八洲薬品株式会社 

 

３ 随意契約理由 

東部市場食品衛生検査所では、食品衛生監視員が食品衛生法に基づき収去した食品に

ついて細菌検査及び理化学検査を実施し、不良食品を市場から排除することにより食品

の安全性を確保している。細菌検査では、収去した食品から調製した試料液を培養する

際に、一定の培養温度を維持することが可能な恒温水槽を使用している。食品衛生法に

基づく「食品、添加物等の規格基準」では、食品ごとに細菌検査における培養温度及び

培養時間が定められており、また、検査する細菌の種類によっても培養温度及び培養時

間が異なることから、２台の恒温水槽を使用して細菌検査を実施している。 

今般、検査のために同機器を稼働させた際、１台の循環ポンプ付近から異音が鳴り出

したため、使用を一旦中止して製造メーカーに問い合わせたところ、長期間の使用によ

る劣化が原因と考えられ、部品交換が必要である旨の回答があった。 

恒温水槽は食品の細菌検査に必要不可欠な機器であり、現在は１台の恒温水槽しか使

用できないため、実施できる細菌検査の種類や検体数が限られており、検査業務に多大

な支障をきたしている。 

細菌検査が一部実施できないことで、収去した食品に対する検査結果を提供できない

被収去者（事業者）に不利益が生じ、さらには、食の安全・安心を提供する本市食品衛

生行政に対する市民からの信頼を失うことにつながることから、早急に当該機器を修理す

る必要がある。 

なお、製造メーカーに問い合わせたところ、修繕は代理店を窓口とした受付のみにな

るとのことであったため、当該機器製造メーカーの機器を取り扱っており、かつ日常的に

本市と取引がある上記業者に確認したところ、緊急で対応が可能であるとの回答が得られた

ため、上記業者に依頼することとする。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167条の 2 第 1項 第 5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） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

新型コロナウイルス対策に伴う 24区連絡調整用携帯電話の短期借入延長 

 

 

２ 契約の相手方 

   山王スペース＆レンタル株式会社 

 

３ 随意契約理由 

保健所においては、相談対応、検査調整、積極的疫学調査や情報管理、健康観察など

の感染拡大防止にかかる対策は、相当な業務負荷が日常的に発生しているところであ

る。これまでも、新型コロナウイルス感染症の対策として必要なそれぞれの業務につい

て、本務職員による大幅な増員を行い、大幅な人員体制の拡充を図ってきたところであ

る。令和３年３月に入ってから第４波とも思われる急激な感染拡大が続いており、疫学

調査業務や情報管理業務が増加し、市内 24区の連絡調整に関する電話の台数が不足

しているため、業務用の携帯電話 24台の短期借入を行うことで対応する。 

契約期間については、今後の感染状況が見込めないため、７月１日から７月 31日

までとする。 

   なお、新型コロナウイルス感染症患者の相談や医療機関との調整等で休日夜間

を問わず携帯電話を使用しており、契約業者変更により電話番号の変更が生じた

場合、迅速な対応ができないことから、契約履行中の事業者と契約を行う。 

 

 

 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

保健所管理課（電話番号 06－6647－0696） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

保健所体制強化にかかる携帯電話の短期借入延長 

 

２ 契約の相手方 

   山王スペース＆レンタル株式会社 

 

３ 随意契約理由 

保健所では電話回線を増設し体制強化を図っているが、感染拡大に伴う想定を

超えた受電に対応するため、また、PCR検査調整や疫学調査にかかる業務が増加

しているため、保健所体制強化用として引き続き 53台の借り入れを行う。契約期

間については、今後の感染拡大により受電の状況が見込めないため７月１日から

７月 31日までとする。なお、契約の相手方については、契約業者変更により番号

の変更が生じた場合など、迅速な対応ができないことから、現に契約履行中の事

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 

 

５ 担当部署 

保健所管理課（電話番号 06－6647－0696） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

新型コロナウイルス対策用 保健所人員増員連絡調整用携帯電話の短期借入延長 

 

２ 契約の相手方 

  山王スペース＆レンタル株式会社 

 

３ 随意契約理由 

感染拡大が続く新型コロナウイルス感染症については、保健所を最前線として、全市

をあげて取り組んでいるところである。 

保健所においては、相談対応、検査調整、積極的疫学調査や情報管理、健康観察など

の感染拡大防止にかかる対策は、相当な業務負荷が日常的に発生しているところであ

る。これまでも、新型コロナウイルス感染症の対策として必要なそれぞれの業務につい

て、本務職員による増員を行い、大幅な人員体制の拡充を図ってきたところである。ま

た、令和 3 年 3 月に入ってから第 4 波と言われる急激な感染拡大が続いており、疫学

調査業務や情報管理業務が増加し、担当内における電話の台数が不足しており、必要

数を精査したところ 25 台必要であるため業務用の携帯電話の短期借入を行うこと

で対応する。 

契約期間については、今後の感染状況が見込めないため、７月１日から７月 31日

までとする。 

   なお、新型コロナウイルス感染症患者の相談や医療機関との調整等で休日夜間

を問わず携帯電話を使用しており、契約業者変更により電話番号の変更が生じた

場合、迅速な対応ができないことから、契約履行中の事業者と契約を行。 

 

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 

保健所管理課（電話番号 06－6647－0696） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

保健所応援職員増員連絡調整用携帯電話の短期借入延長 

 

２ 契約の相手方 

  山王スペース＆レンタル株式会社 

 

３ 随意契約理由 

感染拡大が続く新型コロナウイルス感染症については、保健所を最前線として、全市

をあげて取り組んでいるところである。 

保健所においては、相談対応、検査調整、積極的疫学調査や情報管理、健康観察など

の感染拡大防止にかかる対策は、相当な業務負荷が日常的に発生している。これまでも、

新型コロナウイルス感染症の対策として必要なそれぞれの業務について、本務職員に

よる大幅な増員を行い、人員体制の拡充を図ってきた。また、令和 3 年 3 月に入って

から第 4 波と言われる急激な感染拡大が続いていたため、疫学調査業務や情報管理業

務が増加し、担当内における電話の台数が不足した。必要数を精査したところ 30 台

必要であるため業務用の携帯電話の短期借入を行うことで対応を行った。７月も急

激な感染拡大に備え、引き続き携帯電話の借入を行う。 

契約期間については、今後の感染状況が見込めないため、７月１日から７月 31日

までとする。 

   なお、新型コロナウイルス感染症患者の相談や医療機関との調整等で休日夜間

を問わず携帯電話を使用しており、契約業者変更により電話番号の変更が生じた

場合、迅速な対応ができないことから、契約履行中の事業者と契約を行う。 

 

 

 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第 167条の２第 1項第２号 

 

５ 担当部署 

保健所管理課（電話番号 06－6647－0696） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

新型コロナウイルス対策人員増加に伴う携帯電話の短期借入延長 

 

２ 契約の相手方 

   山王スペース＆レンタル株式会社 

 

３ 随意契約理由 

保健所においては、相談対応、検査調整、積極的疫学調査や情報管理、健康

観察などの感染拡大防止にかかる対策は、相当な業務負荷が日常的に発生して

いるところであり、これまでも、本務職員の大幅な増員や保健師などの臨時職

員を採用するなど人員体制の拡充を図ってきた。現在も職員増加に伴い、業務

用の携帯電話の短期借入を行うことで対応しているが、７月以降も既存の体制

が必要であるため、引き続き携帯電話の借入を行う。 

相手方については、契約業者変更により電話番号の変更が生じた場合など、

迅速な対応ができないことから、現に契約履行中の事業者と契約を行う。 

 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

保健所管理課（電話番号 06－6647－0696） 


