
健康局発注の業務委託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（少額特名随意契約分）

No. 案　件　名　称 委託種目 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
大阪市保健所人員増員にかかる電話設備増
設業務委託

01 建物等各
種施設管理

KOSネットワーク株式会社 60,500 R3.7.1
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 -

2 大阪市保健所内間仕切壁撤去業務委託
01 建物等各
種施設管理

株式会社横田工務店 392,068 R3.7.1
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 -

3
令和３年度結核定期病状調査事業業務委託
（単価契約）

09環境調査・
検査その他
の調査・検査

東和病院
単価契約3,055

円
R3.7.1

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 -

4
令和３年度新型コロナウイルスワクチン集団
接種における針刺し事故にかかる感染症検
査等業務委託

09環境調査・
検査その他
の調査・検査

大阪市立総合医療セン
ター

8,080 R3.7.2
地方自治法施行令

第167条の２第１項第１号および第
５号

別紙のとおり -

5
ワクチンパスポート事務処理センター開設に
かかる情報通信設備改修整備業務委託

01 建物等各
種施設管理

株式会社日立製作所 935,000 R3.7.14
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
大阪市保健所新執務室電話回線増設にかか
る業務委託

01 建物等各
種施設管理

KOSネットワーク株式会社 396,000 R3.7.16
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 -

7
大阪市保健所　新型コロナ受信相談センター
および保健所執務室電話回線増設にかかる
業務委託

01 建物等各
種施設管理

KOSネットワーク株式会社 165,000 R3.7.26
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 -

8
新型コロナワクチン接種事業用　LGWAN接
続系利用パソコンの移設に伴う接続及び疎
通・動作確認業務委託

01 建物等各
種施設管理

株式会社大塚商会 165,000 R3.7.29
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 

   大阪市保健所人員増員にかかる電話設備増設業務委託 

 

２ 契約の相手方 

   KOSネットワーク株式会社 大阪支店 

 

３ 随意契約理由 

新型コロナウイルス感染症については、大阪市保健所を最前線として、関係各局や区など

全市をあげて取り組んでおり、大阪府とも連携に努めているところである。 

しかしながら、保健所に非常に大きい業務負荷が発生しており、積極的疫学調査や情報管理

などの感染拡大防止にかかる対策は、今後も相当の必要性が見込まれるところである。 

新型コロナウイルス感染症の今後の拡大状況については第５波が到来することが予測

され、第４波の際に生じた課題を解決するため、さらなる業務体制の確立が急務となっ

ている。 

そのため、人員の増員をはかってきたところであるが、増員されたことにより保健所

内における電話台数が不足し、業務に支障をきたすことになったため、内線を含む電話設備

の増設を行うこととなった。 

増設にあっては保健所との内線通話・本市専用回線の接続を確保するため、ネットワーク

による保健所電話交換機との接続を行い現行の電話番号を使用する。 

その際、保健所に設置している電話交換機（ＰＢＸ）と接続する必要があり、現在設置さ

れている電話交換機は、上記業者が設置し保守点検を行っているが、本事業を上記業者以外

が実施した場合、不具合が生じた際の責任の所在が不明になるなど、著しい支障が生じる恐

れがあることから、本件業務を委託することとし、特名により契約を締結するものである。 

 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

   大阪市保健所管理課（電話番号：０６－６６４７－０６４１） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

   大阪市保健所内間仕切壁撤去業務委託 

 

２ 契約の相手方 

   株式会社横田工務店 

 

３ 随意契約理由 

保健所では、新型コロナウイルス感染症対策として、令和２年５月に感染症対策課の

従来業務に加え新型コロナウイルス感染症対策の専任グループを設置し、それ以降は感

染者の増加に伴い、職員を増員するなど、随時体制強化を行ってきた。 

新型コロナウイルス感染症の今後の拡大状況については第５波が到来することが予測

され、第４波の際に生じた課題を解決するため、さらなる業務体制の確立が急務となっ

ており、保健所内での増員に伴う執務場所の確保にあたりあべのメディックス３階の執

務室内の間仕切壁の撤去を行うこととなった。 

保健所については、民間ビルのあべのメディックス内の事務所であり、本業務を行うにあ

たり管理組合へ緊急的に履行可能な業者を問い合わせたところ、本施設の構造を熟知してお

り、期間内で履行できる業者として上記業者を指定されたため、特名により契約を締結する

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 

   大阪市保健所管理課（電話番号：０６－６６４７―０６４３） 



 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称  令和３年度結核定期病状調査事業業務委託（単価契約） 

 

２ 契約の相手方  東和病院 

 

３ 随意契約理由 

本事業は、結核登録者のうち、公費負担医療制度、管理健診制度により病状

把握の困難な者について、医療機関等から登録者の病状を把握することにより、

訪問指導等の結核対策の迅速化・円滑化を図り、結核の再発や二次感染の防止

を図ることを目的としている。病状把握の方法として医療機関等へ「結核定期

病状調査報告依頼書」により照会し報告を求めている。 

本事業を遂行するためには、各医療機関の協力が不可欠であり、現在、一般

社団法人大阪府医師会と契約し業務を執行しているところである。 

今回、大阪府外において本調査の対象者となる事案が発生し、その結核登録

者が当該医療機関にて受診しているため、現状の病状把握を行うには、当該医

療機関の協力を得る必要がある。 

よって、当該医療機関と委託契約を締結するものである。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167条の 2 第 1項第 2号 

 

５ 担当部署 

大阪市健康局保健所感染症対策課結核グループ 

（電話番号 06‐6647‐0943） 



 

随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

令和3年度 新型コロナウイルスワクチン集団接種における針刺し事故にかかる感染症検

査等業務委託 

２ 契約相手方 

  大阪市立総合医療センター 

 

３ 特名随意契約理由 

令和 3 年 6 月 7 日より大規模接種会場（インテックス大阪）において新型コロナウイルス

ワクチン集団接種が開始されている。 

そのような中、令和3年7月1日に大規模集団接種会場（インテックス大阪）でのワクチン接

種の際、接種担当医師が誤って接種後の針を自身の手に刺す事案が発生した。 

針刺し事故については、新型コロナワクチン接種における針刺し事故対応マニュアルで対

応を定めており、血液曝露した接種担当医師は自身が従事する医療機関において受診・検査

をするが、接種を受けた市民については「HBs抗原検査・HBs抗体検査・HCV抗体検査・

HIV抗体検査」を至急実施する必要がある。接種を受けた市民に事故について十分な説明を

行ったところ検査の実施について承諾を得たため、上記抗原抗体検査に実績があり早急に対

応が可能でかつ緊急の対応ができる一番近い医療機関である大阪市立総合医療センターと契

約を締結するものである。 

 

４ 根拠法令 

  地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号および第5号 

 

５ 担当部署 

  大阪市保健所感染症対策課 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

ワクチンパスポート事務処理センター開設にかかる情報通信設備改修整備業務委託 

 

２ 契約相手方 

  株式会社日立製作所 関西支社 

 

３ 随意契約理由 

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、医療従事者から始まり高齢者、今

後は基礎疾患・施設従事者等へ集団接種や個別接種を行うことにより実施を進めていると

ころである。 

今般、海外の渡航先への入国時に、相手国等が防疫措置の緩和等を判断する上で活用され

るよう、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を

交付することとなり、本接種証明書の交付申請は、令和３年７月 26日（月）から各市町村

（特別区を含む。以下同じ。）において受け付けることとなった。 

そのため、発行事務処理を早急に行えるよう、執務室を確保し、新事務所開設には、VRS

（ワクチン接種記録システム）を用いるため、情報通信設備にかかる改修は必須であるため

今回実施する。 

本業務の実施にあたっては、本市庁内情報設備の基盤となっている情報通信ネットワー

クのネットワーク構成、使用機器構成、ネットワーク管理システム等について把握し、日常

的な運用やセキュリティ管理、障害発生時の復旧対応など迅速かつ正確に実施することが

必要不可欠である。 

今般、急遽令和３年７月 26 日（月）から大阪市が交付申請を受け付けることとなったた

め、競争入札の手続きをとる期間が確保できない。 

そこで、株式会社日立製作所 関西支社は、庁内情報ネットワークシステムの構築者であ

り、庁内情報ネットワークシステム基盤について熟知し、かつ緊急対応が可能な業者である

ため同者と特名随意契約を行う。 

 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 5号 

 

５ 担当部署 

   健康局保健所感染症対策課 （℡ 06-6647-0813） 



随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

   大阪市保健所新執務室電話回線増設にかかる業務委託 

 

２ 契約の相手方 

   KOSネットワーク株式会社 大阪支店 

 

３ 随意契約理由 

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、医療従事者から始まり 65歳以上の高齢者   

を対象にし、順次接種対象者を広げながら集団接種や個別接種を行うことにより実施を進めている

ところである。しかしながら、集団接種会場の変更やワクチンの供給減など突発的に対応が必要な

事象が多く、日々業務が逼迫した状態が続いている。 

そのため 8月 1日の人事異動の際にワクチン接種等調整チームの人員増加により業務体制を強化

し、ワクチン接種等調整チームの業務体系を複数ラインへと変更するものである。 

それにより連絡調整用の電話を確保する必要があるが、既設の 13回線については問合せ対応等によ

り常時使用しているため、外部連絡等のワクチン接種調整業務に支障をきたさないよう、新規回線

5本の増設を行う。（合計 18回線） 

また、導入の際、保健所に設置している電話交換機（ＰＢＸ）と接続する必要があるが現在設置

されている電話交換機は、上記業者が設置し保守点検を行っており、本事業を上記業者以外が実施

した場合、不具合が生じた際の責任の所在が不明になるなど、著しい支障がでる恐れがあることか

ら、本件業務を委託することとし、特名により契約を締結するものである。 

 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

   大阪市保健所管理課（電話番号：０６－６６４７－０６４１） 



随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

   大阪市保健所 新型コロナ受診相談センター電話回線増設にかかる業務委託 

 

２ 契約の相手方 

   KOSネットワーク株式会社 大阪支店 

 

３ 随意契約理由 

保健所では第 5波の発生を想定し、派遣看護師の増員や勤務時間帯の一部変更、マニュアル

の整備などに取り組んでいる。 

第 4 波の際は市内新規感染者数が最大 500 名を超え、一般相談電話の受電総数が 3800 件を

超えるなか、受診相談センターの一般相談電話回線は 30 回線と、受電能力を大幅に超えてお

り、受電率も26％まで落ち込む日があった。現在、感染症が増加しており、第 4波なみの感染

増加が見込まれるため、受診相談センターの回線数を増やし、受電体制を増強させることが急

務である。 

そこで今回、現在の受診相談センターとして使用している、執務室内の限られたスペースに

設置可能な最小限の範囲で8本の回線増設を行い、受電体制の増強に努める。 

また、令和 3年 8月以降も引き続き保健所の体制強化をしていく必要があるが、保健所執務

室内に連絡調整用の電話が足りておらず、疫学調査、情報管理、市民対応などに支障をきたす

ため、電話回線1本の増設を行うことにより事態の解消にあたる。 

電話回線の増設には、現在保健所に設置されている電話交換機（ＰＢＸ）と接続する必要が

ある。 

上記業者は、電話交換機の設置および保守点検を行っており、本業務を上記業者以外が実施

した場合、不具合が生じた際の責任の所在が不明になるなど、著しい支障がでる恐れがあるこ

とから、本業務を委託することとし、特名により契約を締結するものである。 

 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

   大阪市保健所管理課（電話番号：０６－６６４７－０６４１） 



 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

LGWAN接続系利用パソコンの移設に伴う接続及び疎通・動作確認業務 

 

２ 契約の相手方 

株式会社大塚商会 

 

３ 随意契約理由 

本件において設定を依頼する LGWAN 接続系利用パソコンについては、日

立キャピタル株式会社とリース契約を締結し借り受けており、その保守業務

についてはリース契約先が指名する株式会社大塚商会が行っている。 

リース契約により借り受けているパソコンの保守業務は、契約受注者の

指定した保守業者により実施されており、導入時においても保守業者が機器

設定を行っていることから、対象機器の設定内容を熟知しているとともに、

設定データのバックアップイメージも持っている唯一の業者であり、保守業

者以外では技術面の対応が不可能であるため、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 

健康局保健所感染症対策課 

（電話番号 06‐6647-0813） 


