
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　外2点　買入 51：図書 中央法規出版株式会社 81,224 R3.7.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

2 食品表示関係法規集追録　外1点　買入 51：図書 中央法規出版株式会社 26,554 R3.7.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

3 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 21,876 R3.7.1
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 17,488 R3.7.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

5
問答式　廃棄物処理の手引　追録　外2点
買入

51：図書 新日本法規出版株式会社 10,466 R3.7.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

6 第70回日本口腔衛生学会抄録集　買入 51：図書 日本口腔衛生学会 2,000 R3.7.2
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

7
新型コロナワクチンパスポート証明発行セ
ンターの開設にかかるLGWAN接続系利用
プリンタ　買入

26:OA機器・
用品

日信ITフィールドサービス
株式会社

693,000 R3.7.5
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 地域保健関係法令実務便覧追録　買入 51：図書 第一法規株式会社 8,980 R3.7.9
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

9
新型コロナウイルスワクチン個別接種用医
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

824,175 R3.7.12
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 -

10
地方財務実務提要（追録599～602号）　買
入

51：図書 株式会社ぎょうせい 11,132 R3.7.13
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追録（262‐263）
買入

51：図書 東京法令出版株式会社 16,200 R3.7.15
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

12
動物愛護管理事業用公用車「なにわ１００
さ６３３５」の車両修繕

37:自動車修
理

武田自動車工業株式会
社

125,290 R3.7.16
地方自治法施行令

第167条の２第１項第５号
G23 -

７月

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf#
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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
東部生活衛生監視事務所事業用「なにわ
３００は７６３１」自動車定期点検整備（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

31,548 R3.7.16
地方自治法施行令

第167条の２第１項第６号
G33 -

14
新型コロナウイルス対策　大阪市保健所
船場センタービル体制強化にかかる携帯
電話短期借入

165:その他賃
貸

山王スペース＆レンタル
株式会社

380,820 R3.7.21
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 -

15 乾式電子複写機（２台）借入（単価契約）
165:その他賃

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4.18円 R3.7.27
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 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

242,275 R3.7.28
地方自治法施行令

第167条の２第１項第５号
G23 -

17
食肉衛生検査所の超低温冷凍庫の冷凍
回路修繕

28:理化学機
器

八洲薬品株式会社 330,000 R3.7.28
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 -

18
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 R3.7.30
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 -

19
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 R3.7.30
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 -

20
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 R3.7.30
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 -

21
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 R3.7.30
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 -

22
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 R3.7.30
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 -

23
家畜共済薬効別薬価基準表　印刷（令和3
年度版）　買入

51：図書
公益社団法人日本動物
用医薬品協会

7,700 R3.7.30
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

24
栄養関係法規類集　追録298号（外2件）
買入

51：図書
新日本法規出版株式会
社

26,858 R3.7.30
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

７月
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随意契約理由書 

１ 案件名称 

新型コロナワクチンパスポート証明発行センターの開設にかかる LGWAN接続系利用プ

リンタの買入について 

 

２ 契約の相手方 

  日信ＩＴフィールドサービス株式会社 部長 岩田 博憲 

 

３ 随意契約理由 

  令和３年６月 25日に内閣官房主催の第１回自治体説明会が実施され、新型コロナワ

クチンを接種した方に対し、予防接種法に基づく法定受託事務として、新型コロナウイ

ルス感染症予防接種証明書（ワクチンパスポート）を交付する手続を令和３年７月中下

旬から受付開始するように指示があった。 

予防接種証明書の交付にあたっては、LGWANネットワークを通じて、国のワクチン接

種記録システム（以下「VRS」という。）に接種記録を照会し、登録されている記録を基

に、VRSから証明書を印字して交付することとなる。 

大阪市において、令和元年度の実績から算出した、想定している１日平均の証明書交

付件数は約 1,300件であり、利用できる LGWAN接続系利用プリンタを所属内で至急探し

たところであるが、所属内で補える見込みのない状況である。 

令和３年７月中下旬からの受付開始が目前に迫っており、業務の遂行にあたっては、

LGWAN接続系利用プリンタの調達が不可欠なため、緊急的に地方自治法施行令第 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）により、

買い入れるものである。 

大阪市と契約実績のある業者に順次、確認したところ短期間で納品（設定作業含む）

が可能であると判明した同社と契約を行う。 

   なお、同社は令和２年３月 18日に庁内端末（ノートパソコン）15台の買入において

比較見積において選定された業者である。 

 

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 

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薬資材 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、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、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接種準備を進めて

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、個別接種実施医療機関を増設するにあた

り、資材を準備する必要がある。 

今回の医療用薬資材の買入については、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、至急各接種会場に納品する必要がある。また、この動き

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ことから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契約実



績のある業者へ見積り依頼をした結果、唯一、上記業者のみが当該薬資材を納期まで

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対策  

大阪市保健所船場センタービル体制強化にかかる携帯電話短期借入 

 

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、第 5 波の発生を想定し、保健所の体制強化を行っており、その一環

として事務スペース及び備品の確保に努めている。今後の計画として船場センター

ビル内の研修室及び会議室において疫学調査のファーストタッチ担当チームを最

大 140 人規模で設置する予定であり、現在保有している携帯電話の不足分確保が

緊急的に必要となる。 

必要数を精査したところ、27 台が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 26日から８月 31日までとする。 

   携帯電話の必要数を迅速に確保するのは困難であるが、現在当局と携帯電話の借

入契約を行っている山王スペース＆レンタル株式会社に確認したところ即、納品が

可能との回答を得たため、同社と契約を行う。 

  

 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第 167条の２第 1項第５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 

乾式電子複写機（大阪市保健所２台）借入（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 

  大阪支社長 加藤 喜之 

 

３ 随意契約理由 

本案件は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、船場センタービル内に設置さ

れる疫学調査ファーストタッチ担当の執務室用に乾式電子複写機を借入するものである。 

疫学調査では、聞き取り調査した患者票の PDF読み込みや大量の印刷を行うため、

乾式電子複写機が必要不可欠であり、１台は常時調査票等の印刷を行うことから、最低で

も２台が必要となる。 

上記業者は、現在保健所庁舎の乾式電子複写機借入契約を行っており、必要数を直ちに

納品可能である旨回答を得たため、上記業者と特名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５号 

 

５ 担当部署 

健康局保健所管理課管理グループ（電話番号 06-6647-0641） 



 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

食肉衛生検査所の超低温冷凍庫の冷凍回路修繕 

 

２ 契約の相手方 

八洲薬品株式会社 

 

３ 随意契約理由 

食肉衛生検査所では、と畜場法に基づき、中央卸売市場南港市場内に搬入された全て

の獣畜（牛、豚）に対してと畜検査（枝肉検査、内臓検査等）を実施している。その結

果、家畜伝染病予防法に定める疾病等に罹患しているおそれのある、又は異常がある獣

畜に対しては、精密検査として細菌検査等を実施するとともに、食品衛生法に基づく食

肉中の残留動物用医薬品の検査についても実施し、病畜及び食用不適な食肉の市場流通

を防止することにより食肉の安全確保に努めている。 

精密検査として実施する細菌検査では、検査結果の妥当性を確保するため、食肉衛生

検査所で保有する標準菌株及び病原菌としての性状を確認した臨床菌株等を用いた対照

確認を行っており、残留動物用医薬品の検査の際にも、特定の標準菌株を用いる必要が

ある。ただし、当該菌株の性状は非常に不安定で、分裂を繰り返すたびに性状が徐々に

変化するおそれがあるため、性状を損なわない安定した方法で保管する必要がある。当

該菌株の安定した保存方法は、主に超低温度下による凍結保存に限られており、食肉衛

生検査所では－80℃まで温度管理可能な超低温冷凍庫を使用して保管している。 

今般、同機器において突発的かつ大幅な温度上昇（最高温度：-48.5℃）が認められた

ため、メーカーに問い合わせたところ、冷凍回路の障害が原因と考えられ、修理が必要

である旨の回答があった。 

現在、緊急の避難的措置として、食肉衛生検査所で保有していた当該菌株は全て中央

卸売市場食品衛生検査所の超低温冷凍庫へ移動させているため、当該菌株が必要な検査

を迅速に実施できない状況にあり、業務に重大な支障が生じている。検査業務が滞ると、

検査保留の解除が遅延し、結果、消費者への食肉の安定供給及び家畜生産者の利益に多

大な悪影響を及ぼすおそれがあることから、早急に同機器の修繕を行う必要がある。 

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

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、８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。 

契約期間については、今後の感染状況が見込めないため、８月 1 日から８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 

保健所では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、相談対応、検査調整、積

極的疫学調査や情報管理、健康観察など相当な業務負荷が発生している。令和３年３月

には第３波と言われる急激な感染拡大が続き、疫学調査業務や情報管理業務が激増し

たため、本務職員による大幅な増員を行うなど、人員体制の拡充を図ってきた。 

その結果、保健所内における電話の台数が不足したことから、業務用に携帯電話 30

台の短期借入を行うことで対応を行った。 

８月に入り、感染者が増加してきていることから、再度の急激な感染拡大に備え、

携帯電話の借入を延長する。なお、借入期間については、今後の感染状況が見込め

ないため、８月１日から８月 31日までとする。 

   現在の携帯電話は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

していたため、業務用の携帯電話 24台の短期借入を行うことで対応を行った。 

感染者数は現在も一定の水準で推移しており、疫学調査業務や情報管理業務を引

き続き行っていく必要があるため、借入の延長を行う。 

契約期間については、今後の感染状況が見込めないため、８月１日から８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８月 1日から

８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、8 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） 


