
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
一般事務用等追録「地域保健関係法令実務
便覧」

51：図書 第一法規株式会社 15,477 R4.1.4
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
Ｇ8 -

2 廃棄物処理実務便覧　追録　買入 51：図書 第一法規株式会社 15,008 R4.1.4
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
Ｇ8 -

3
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 19,331 R4.1.4
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
Ｇ8 -

4 食品関係公正取引法規集追録　買入 51：図書 中央法規出株式会社 4,576 R4.1.4
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
Ｇ8 -

5 栄養関係法規類集追録303号　外1点　買入 51：図書 新日本法規出版株式会社 18,544 R4.1.4
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 9,530 R4.1.4
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
Ｇ8 -

7
最新医薬品・医療機器等取扱法規の手引
（追録102・103号）　買入

51：図書 新日本法規出版株式会社 6,402 R4.1.5
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
Ｇ8 -

8
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（12月末集計分）　買入

27：医療用
機器

村中医療器株式会社 9,471 R4.1.11
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
所有者不明猫適正管理推進事業用「なにわ
４８０ち８６９５」法定２４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 46,750 R4.1.13
地方自治法施行令

第167条の２第１項第６号
G33 -

10 地方財務実務提要（追録607～609号）　買入 51：図書 株式会社ぎょうせい 8,349 R4.1.14
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
Ｇ8 -

11
公用車（なにわ480た1923）自動車定期点検
整備（継続検査）に伴う追加整備

37:自動車修
理

武田自動車工業株式会社 3,300 R4.1.14
地方自治法施行令

第167条の２第１項第６号
G33 -

12
第６波に向けた増員分連絡調整用携帯電話
借入

165:その他
賃貸

山王スペース＆レンタル
株式会社

379,335 R4.1.18
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 -

１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
新型コロナウイルス感染症対策用　子機付き
電話機　借入

165:その他
賃貸

山王スペース＆レンタル
株式会社

52,800 R4.1.19
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 -

14
所有者不明猫適正管理推進事業用「なにわ
４８０ち８６９６」法定２４ヵ月点検継続検査追
加整備

37:自動車修
理

天満自動車工業株式会社 33,935 R4.1.24
地方自治法施行令

第167条の２第１項第６号
G33 -

15 イオンクロマトグラフ分析装置修理その２
28：理化学
機器

株式会社ジェイ・サイエン
ス関西

765,600 R4.1.24
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 -

16
新型コロナウイルスワクチン個別接種用酸素
ボンベ（1月追加分）　買入

27：医療用
機器

株式会社馬場酸素 156,200 R4.1.26
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 ＦＡＸ　他4点　買入
26：OA機
器・用品

株式会社コジマ 148,500 R4.1.27
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 -

18 ＦＡＸ用トナーカートリッジ　外１点　買入
26：OA機
器・用品

奥谷電機株式会社 308,000 R4.1.27
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 -

19
公用車（なにわ480た1922）自動車定期点検
整備（継続検査）に伴う追加整備

37:自動車修
理

天満自動車工業株式会社 12,485 R4.1.28
地方自治法施行令

第167条の２第１項第６号
G33 -

20
乳がん検診圧迫板（大・中・小・専用パドル）
の買入

27：医療用
機器

シーメンスヘルスケア株式
会社

362,824 R4.1.28
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 -

１月

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

  村中医療器株式会社 

 

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

頼し、価格を比較した結果、上記業者が一番安価であり、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 

第６波に向けた増員分連絡調整用携帯電話借入 

 

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 

新型コロナウイルス感染症対策として、先のステージ（新規感染者数）を見越した

体制整備に取り組んでいる。１月中旬には新規感染者数が 1000 人を超え増加傾向に

あることから、最終ステージへ移行し、保健所の派遣職員及び応援職員を増員するこ

とになった。 

今回、疫学調査チーム及び入院調整チーム、搬送等調整チームへの増員対応が決定

した。各チームの業務においては感染者への聞き取りが必須である。しかしながら、

増員分の電話機が不足することから、必要台数の精査を行い、今回 76 台を新たに借

り入れることで対応を行う。 

契約期間については今後の感染状況が見込めないため、１月 31 日までとする。 

対応には緊急を要するが携帯電話を迅速に確保するのは困難であるため、現在

当局と携帯電話の借入契約実績のある上記業者に確認したところ即、納品が可能

との回答を得たため、借入契約を行う。 

 

 

 

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 

新型コロナウイルス感染症対策用 子機付き電話機  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 

   当初計画では第 6波感染拡大期には、体制強化の一環として船場センタービルへ段階的に機

能移転するものとし、現在も計画に基づいて段階的に機能移転中である。 

そうした中、船場センタービル内の疫学調査チームは、陽性者との連絡等外部連絡のため、

設置場所に捕らわれない携帯電話機を増配することで対応する事とし、内線については最低限

の数量を設置する事とした。 

しかし、オミクロン株の爆発的な感染拡大により、外線から内線を使用した内部調整が今週

になって第 6波想定をはるかに超える対応をしており、第 5波時は船場センタービル内に 1室

約 40 名で対応していたが、現在 3 室約 200 名で対応しているため、内線取次のための移動等

により、業務がなお一層停滞している状況であることから内線取次等のチーム内連絡の改善が

急務である。 

また、以前から内線の効率的な運用のため子機付き電話の買入を検討しており、数社へ見積

依頼を行ったところ、全世界で半導体不足が発生しており、特に通信関連については全機種製

造停止に近い状況であり、出荷が不定期になっている状況である。 

さらに、中古やレンタル等の市場が盛況であり、業者在庫についても枯渇している状況であ

る。 

刻一刻と悪化していく感染拡大期中、市民の生命を守るためには、円滑な連絡方法が必要で

ある。上記業者は、現在、新型コロナウイルス感染症対策事業で使用する備品の借入契約を行

っており、本市が必要とする数量や納期などの条件を満たし、早急な納品が可能であるため随

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 

健康局保健所感染症対策課（電話番号 06-6647-0739） 



特名随意契約理由書 

 

１ 件名  

イオンクロマトグラフ分析装置修理  

（サーモフィッシャーサイエンティフィック製）  

 

２ 契約の相手方 

株式会社ジェイ・サイエンス関西 大阪支店 

 

 

３ 随意契約理由 

本装置は、環境局からの依頼により大気汚染防止法に基づく微小粒子状物

質（PM2.5）等の成分分析や、水道水質分析等の一般依頼検査に用いている。 

この分析装置のメーカーは、サーモフィッシャーサイエンティフィック株

式会社であり、その保守・修理については、別紙証明書のとおりジェイ・サ

イエンス関西株式会社大阪支店が維持管理業務の移管を受けておりジェイ・

サイエンス関西株式会社大阪支店のみが実施可能である。 

以上の理由から地方自治法施行令第１６７号の２第１項第２号の規定に

基づき同社と随意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２号 

 

５ 担当部署 

  健康局環境科学研究センター（電話番号 06‐6771-3017） 



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酸素ボンベ（1月追加分） 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） 



緊急随意契約理由書 
 

１ 案件名称 

新型コロナウイルス感染症対策用 ＦＡＸ 外４点 買入 

 

２ 契約の相手方 

株式会社コジマ 

 

３ 緊急随意契約理由 

    保健所では、新型コロナウイルス感染症の新規感染者を把握し発生後の対応を可能にする

ため PCR検査指定医療機関等（以下、「医療機関」という。）より「新型コロナウイルス感染

症発生届」（以下、「発生届」という。）を FAX もしくは新型コロナウイルス感染者等情報把

握・管理システム(HER-SYS)で受理することになっており、多くの（約６割）医療機関は FAX

を使用している状況で、感染拡大第５波までは、FAX２台にてリレー受信することで特段問

題はなかった。 

    今般、第６波とみられる新規感染者の爆発的増加により、発生届の件数についても比例し

て増加し、終日多数の医療機関からの FAX受信があり、ひとつの医療機関より多件数の発生

届が FAX送信されることから、現状の２回線では「何度送信しても不通である」という苦情

や、「セットしたリダイヤルの間に送信ができているか」といった問い合わせが頻発してい

る。また、発生届の受理が不完全であると、保健所における感染者対応が行えなくなるなど

感染者をはじめ医療機関など関係者に甚大な悪影響を及ぼすことになる。 

    したがって、現状の２回線での受信では、２台とも通信中となり FAX回線が飽和状態であ

るため、この状況を改善するには FAXのリレー台数を増やす必要がある。 

市民の生命を守るためには、滞りなく発生届を受信し続ける必要があり、そのためには回

線を増強し FAX本体を買入することが最優先されるが、一般競争入札に付する暇が無く、上

記業者のみ、本市が必要とする数量や納期などの条件を満たしており、早急な納品が可能で

あるため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 

健康局保健所感染症対策課（電話番号 06-6647-0739） 



緊急随意契約理由書 
 

１ 案件名称 

新型コロナウイルス感染症対策用 ＦＡＸ用トナーカートリッジ ほか１点  買入 

 

２ 契約の相手方 

奥谷電機株式会社 

 

３ 緊急随意契約理由 

    本製品は、医療機関から送信される発生届や PCR日報等を受信するＦＡＸで使用する消耗

品であり、メーカー参考値でトナーは１本 2,600 枚、ドラムは 1 個 12,000 枚印刷できるも

のである。 

    本年度はトナーを 66 本、ドラムを 10 個買入し計画的に納品するよう手続きを行ってお

り、現在もトナーを 11本買入手続き中である。 

トナーの使用量としては、第５波の時でも 3日で 1本のペースで使用していたが、１月か

らはオミクロン株の影響により受信が激増しておりここ数日は毎日１本のペースでトナー

を消費しており、事前には想定しがたい状況となっている。 

また、ドラムについても現在は在庫 4個があるが、トナーと同等に使用していくため合わ

せて買入を行うものとする。 

市民の生命を守るためには、滞りことなく発生届や PCR 日報等を受信続ける必要があり、

そのため当該機器を稼働するためにはトナーカートリッジ等消耗品を必要最低限数確保す

ることが最優先されるが、一般競争入札に付する暇が無く、上記業者のみ、本年度当該消耗

品を納入している実績があり、本市が必要とする数量や納期などの条件を満たしており、早

急な納品が可能であるため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 

健康局保健所感染症対策課（電話番号 06-6647-0739） 



随意契約理由書 

 

1. 契約の相手方 

シーメンスヘルスケア株式会社 

 

2. 随意契約理由 

健康局所有の乳がん検診車に搭載されている検診装置について、現在シーメンス

ヘルスケア株式会社が製造した装置を使用している。圧迫板については、他社製品

を検診装置に装着した場合、誤作動や認識しない場合があるため、シーメンスヘル

スケア株式会社が製造したものを使用する必要がある。さらに、販売ルートについ

てもメーカー直販となっているため購入ルートも限られている。 

上記の点から、シーメンスヘルスケア株式会社との随意契約を締結する。 

 

3. 根拠法令 

地方自治法施行令第 167条の 2 第 1項第 2号 

 

4. 担当部署 

健康局健康推進部健康づくり課(成人保健) 

 電話番号：06－6208－9969 

 


