
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 86,196 R4.7.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

2 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 10,921 R4.7.1
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 100,430 R4.7.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

4
精神保健福祉関係例規追録（270‐271号）
買入

51：図書 東京法令出版株式会社 14,100 R4.7.1
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　買入 51：図書 新日本法規出版株式会社 8,765 R4.7.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

6
令和４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２】

27:医療用機
器

大阪廃棄物処理株式会社
単価契約495円

外
R4.7.1

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 -

7 地域保健関係法令実務便覧　買入 51：図書 第一法規株式会社 10,705 R4.7.6
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

8
地方財務実務提要（追録612～616号）　買
入

51：図書 株式会社ぎょうせい 13,915 R4.7.11
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

9
一般事務用　庁内情報利用パソコン
（ACBW１９３C）修繕

26:OA機器・
用品

株式会社大塚商会LA関
西営業部

117,304 R4.7.13
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
一般事務用　庁内情報利用パソコン
（AOCW１９９C）修繕

26:OA機器・
用品

株式会社大塚商会LA関
西営業部

192,607 R4.7.15
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 結核検診車「なにわ800す5191」車両修繕
37:自動車修

理
武田自動車工業株式会社 126,390 R4.7.27

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 -

12
結核検診車「なにわ800す5191」車両追加
整備

37:自動車修
理

武田自動車工業株式会社 179,850 R4.7.27
地方自治法施行令

第167条の２第１項第６号
G33 -

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
病院・医院のための医療法Q＆A（追録76
号）　買入

51：図書 中央法規出版株式会社 5,940 R4.7.29
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
G8 -

７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 

令和４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２】 

 

２ 契約の相手方 

大阪廃棄物処理（株） 

 

３ 随意契約理由 

現在、新型コロナウイルス感染症の行政検査の検査場を市内に４か所、ワクチン集団

接種会場を市内に４か所設置しており、また、保健衛生検査場では、主に大阪公立大学

医学部附属病院の敷地内に設置している検査場で採取した検体の検査を行っている。 

新型コロナウイルス感染症の行政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り、各会

場ならびに施設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

物格納容器で格納後、収集運搬・処分を適切に行わなければならない。 

感染性廃棄物の取扱いは常に感染リスクが伴うことから、容器については、堅牢度、

耐久性、密封性などの諸条件・基準を満たしていることを証明でき、安全性を担保する

ことが条件となっているが、容器を収集運搬業者とは別の業者から調達した場合、運搬

中に感染性廃棄物が漏洩したときの責任の所在が不明確となり、著しい支障が生じる恐

れがあるため、容器調達・収集運搬・処分は一体で一連性を有する必要がある。 

以上のことから、本物品の買入ができるのは、収集運搬業務委託を請け負う上記相手

方のみであり、大阪廃棄物処理（株）と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 

大阪市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 

一般事務用 庁内情報利用パソコン（ＡＣＢＷ１９３Ｃ）修繕 

 

２ 契約の相手方 

株式会社大塚商会 

 

３ 随意契約理由 

   庁内情報利用パソコン（ACBW193C）は株式会社 JECCからの借入機器（令

和 2年 3月 1日から令和 6年 2月 29日まで）であり、その機器の保守業務につ

いては、株式会社 JECCからの保守業務実施承認願に基づき、令和 2年 1月 8日

付で株式会社大塚商会を保守業者として承認している。 

   今回、本市職員の不注意により、庁内情報利用パソコン（ACBW193C）の液晶

パネルを破損したことから、株式会社大塚商会に保守点検を依頼したところ、当

該事案は保守契約での範囲外となり有償修繕となる旨の報告があった。 

   そこで、今回の有償修繕に当たり、上記保守業者以外に修繕をさせた場合、修

繕後の経常使用において、また、リース期間満了により機器を返却した後にパソ

コンに不具合が発生した場合の責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生

じるおそれがある。 

   以上の理由により、本修繕を実施できる事業者は、株式会社 JECCの保守業者

として承認している株式会社大塚商会のみであるため、同社と随意契約を締結す

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 

大阪市健康局健康推進部健康づくり課成人グループ（電話番号 06-6208-9969） 



 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

一般事務用 庁内情報利用パソコン（ＡＯＣＷ１９９Ｃ）修繕 

 

２ 契約の相手方 

株式会社大塚商会 

 

３ 随意契約理由 

   庁内情報利用パソコンは日立キャピタル株式会社のリース物件であり、

その機器の保守業務については、日立キャピタル株式会社からの保守業務

実施承認願に基づき、株式会社大塚商会を保守業者として承認している。 

   今回、本市職員の不注意により、庁内情報利用パソコンの電源が入らな

くなったことから、株式会社大塚商会に保守点検を依頼したところ、当該

事案は保守契約での範囲外となり有償修繕となる旨の報告があった。 

   そこで、今回の有償修繕に当たり、上記業者以外に修繕をさせた場合、

修繕後の経常使用において、また、リース期間満了により機器を返却した

後にパソコンに不具合が発生した場合の責任の所在が不明確になるなど、

著しい支障が生じるおそれがある。 

   以上の理由により、本修繕を実施できる業者は、日立キャピタル株式会

社の保守業者として承認している株式会社大塚商会のみであるため、同社

と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 

大阪市保健所管理課（電話番号 06-6647-0793） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

結核検診車「なにわ 800す 5191」車両修繕 

 

２ 契約の相手方 

  武田自動車工業株式会社 

    

３ 随意契約理由 

結核検診車を保管場所である大阪市大正車庫（大阪市大正区三軒家東２丁目 13番 13

号）から、日本語学校学生向けの結核健診を行う予定だった大阪文化国際学校（大阪

市北区同心２丁目 11番 12号）に向かう途中、大阪市浪速区浪速西１丁目 10付近でタ

イヤがバーストした。結核検診車は路肩に停車し、交通事故は発生していないが、走

行不能となったため、バーストしたタイヤを緊急修繕するものである。タイヤの修繕

（交換）ができる業者を探すため健康局緊急修繕複数社へ確認したところ、普通車に

比べ大きい結核検診車をレッカーできる機材を所有しており、過去に保守点検を請負

した経験もある武田自動車工業株式会社より、すぐに対応できると回答を得た。 

以上の理由から、本修繕に迅速に対応できる武田自動車工業株式会社と特名随意契

約を締結するものである。 

 

５ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167条の 2 第 1項第 5号 

 

６ 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） 

 


