
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
精神障がい者地域生活移行推進業務委託契
約（その４）（概算契約）

13その他代
行

特定非営利活動法人　
ウィズ

381,612 R4.1.7
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
大阪市保健所執務室拡張（船場センタービ
ル）にかかる情報通信設備改修業務委託（そ
の２）

10情報処理
協和テクノロジィズ株式
会社

771,100 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 -

3
予防接種ファイル取込みにかかるシステム改
修業務委託

10情報処理
日本コンピューター株式
会社

990,000 R4.1.12
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　大阪市職員（獣医師・薬剤師）採
用試験にかかる試験問題等作成業務委託契
約（概算契約）

13その他代
行

株式会社　公職研 268,812 R4.1.17
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
令和３年度結核管理健診及び結核健康診断
事業業務委託（単価契約）

13その他代
行

医療法人　博慈会　中川ク
リニック

単価契約4,999
円

R4.1.18
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
精神障がい者地域生活移行推進業務委託契
約（その５）（概算契約）

13その他代
行

社会福祉法人　ノーマライ
ゼーション協会

381,612 R4.1.20
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
LGWAN接続系利用パソコン・プリンタの移設
に伴う接続及び疎通・動作確認業務委託

10情報処理
日信ＩＴフィールドサービス
株式会社

115,500 R4.1.21
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 -

8
新型コロナ対策　入院調整チーム電話回線
増設及び受診相談センター回線設定変更業
務委託

01建物等各
種施設管理

KOSネットワーク株式会社 55,000 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 -

１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   精神障がい者地域生活移行推進業務委託（その４）（概算契約） 

 

2 契約の相手方 特定非営利活動法人 ウィズ 

         理事長 野崎 勝巳 

 

3 随意契約理由 

  本業務は、長期入院者（支援対象者）の病状、生活状況、帰住先、退院後のニーズ等

に応じて、その支援業務内容が変化し、画一的な業務内容を定めることができないため、

競争入札に適さないものであり、また、業務の履行に際して多数の契約相手方が必要と

なるものである。契約にあたっては、予め定めた募集要項に基づき、契約事業者の選定

を行った。 

 

4 根拠法令 

   地方自治法施行令第 167条の 2第 1項 2号 

 

5 担当部署 

   健康局健康推進部こころの健康センター（電話 06-6922-8520） 



随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

   大阪市保健所執務室拡張（船場センタービル）にかかる情報通信設備改修業務委託 

（その２） 

 

 

２ 契約の相手方 

   協和テクノロジィズ株式会社 

 

 

３ 随意契約理由 

本案件は、船場センタービル内に新設した保健所執務室に大阪市情報通信ネットワーク整備

を行うものである。 

保健所では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大のたびに人員体制を強化してきた結果、

執務スペースが不足したため、船場センタービル空室を賃借し執務室の拡張を行っている。 

   そんな中、現在人材開発センター・あべのメディックスにおいて業務を行っている新型コ

ロナウイルス感染症対策グループ各チームの一部が 12 月以降新設した執務室内に順次移

転を行うこととなった。 

また、１月から借入れした執務室へ移転する新型コロナウイルス感染症対策グループ（疫

学調査チーム）では、業務を行う場合、業務用 PCを使用するため、大阪市情報通信ネット

ワークが必要不可欠である。 

現在、新規感染者数が前日の倍以上拡大していることから、早々に第６波に向けた職員

増強が行われるため、執務室の整備は一刻も早く行わなければならない。 

上記業者は、他施設において情報通信ネットワークを整備した実績を持ち、かつ、本業務の

履行期間内に履行が可能であると返答を得たことから、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：06-6647-0696） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

予防接種ファイル取込みにかかるシステム改修業務委託 

 

２ 契約の相手方 

日本コンピューター株式会社 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、予防接種台帳管理システムの改修を委託するものである。 

予防接種台帳管理システムとは、委託医療機関等に対する予防接種委託料の支払い及び個人の接種情

報のデータ管理のために導入したもので、平成 25年 4月からの稼働である。 

予防接種台帳管理システムは、市民の安全に直結しており、システム障害など不具合が生じた場合に

は、早急な復旧が不可欠である。その改修業務を委託するにあたり、受注者は次の各要件を満たさなけ

ればならない。 

（１）安定的な運用 

予防接種台帳管理システムは市民の安全に直結した重要なシステムであるため、業務に支障を

きたさないよう、安定的な運用を担保すること。 

（２）効率的な仕様管理 

予防接種台帳管理システムの仕様を理解し、機能追加が生じた際にその調査・検討が迅速かつ

効率的に行えること。 

（３）障害発生時の迅速な対応 

障害発生時には早急な原因の見極めが行え、対応方法についての検討、実施が速やかに行える

こと。また、改修が必要な場合はその作業が速やかに行えること。 

（４）的確で効率的な運用支援 

システムの詳細に関する問合せ対応やデータの調査が的確かつ迅速に行えること。 

 

予防接種台帳管理システムは日本コンピューター株式会社が開発したパッケージソフトを一部カスタ

マイズしたものであり、開発当初から委託しており、本件業務は次の理由から同社に委託することが不

可欠である。 

（１） 日本コンピューター株式会社は予防接種台帳管理システムの設計・開発を行っており、当初開発

からの仕様の細部まで熟知し、これまでの制度改正の内容・経緯やそれに対するシステム改修状

態も熟知している。そのため、機能追加や改修に際してもその調査・検討が容易である。 

（２） 日本コンピューター株式会社は、障害発生時においても障害の現象からその原因調査が容易に可

能であり、復旧対応等も正確かつ迅速に行える。 

（３） 日本コンピューター株式会社は、問合せへの対応やデータの調査や修正にも速やかにかつ正確に

対応が行える。 



（４） 突発的な制度改正など早急に対応しなければならないような改修時に仕様変更を行いながら、

基盤・運用・業務保守を行い、システムを停止させることなく安定的な運用を継続することは、

開発、改修、運用を行ってきた当該業者でなければ、正確かつ迅速に行うことは不可能である。 

 

以上のことから、日本コンピューター株式会社は本件業務を行うことができる唯一の事業者である。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167条の 2 第 1項第 2号 

 

５ 担当部署 

健康局保健所感染症対策課感染症グループ（電話番号 06-6647-0953） 



 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和３年度大阪市職員（獣医師・薬剤師）採用試験にかかる試験問題等作成務委

託（概算契約） 

 

２ 契約の相手方 

   株式会社 公職研 

 

３ 随意契約理由 

（業者選定理由） 

健康局においては、「職員の任用に関する規則（昭和４９年（人）規則第４号）」

に基づき職員の採用が任命権者に委任されており、獣医師、薬剤師、保健師、栄養

士等の専門職にかかる採用選考を実施しています。 

 専門職の採用選考については、公平・公正性の確保及び優秀な人材の確保の観点

から、筆記試験を実施しており、試験内容としては、専門職に就くにあたって必要

な基本的知識を問う専門試験を行うこととしています。 

今回、試験問題及び解答の作成、採点業務（以下「試験問題等作成業務」という。）

について業務委託を行うにあたり、次の理由から「株式会社公職研」を選定します。 

 

【業者選定基準】 

① 地方自治体における職員採用試験において「試験問題等作成業務」を受託し

た実績があること。 

② 健康局が指定する実施日に専門試験を提供できること。 

 

① 実績について、本市人事委員会及び各政令指定都市の自治体に照会し、回答

いただいた委託先が「公益財団法人日本人事試験研究センター」、「株式会社

公職研」、「株式会社文憲堂」、「日本経営協会総合研究所」、「株式会社日本・

精神技術研究所」の５社であった。 

② ５社のうち、専門試験の提供を行っているのは「公益財団法人日本人事試験

研究センター」及び「株式会社公職研」の２社であり、そのうち「公益財団

法人日本人事試験研究センター」については、対応職種・問題提供日が限定

されており、獣医師・薬剤師については提供を行っていないことから、「株式

会社公職研」のみ対応可能となる。 

 

 

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 

令和３年度結核管理健診及び結核健康診断事業業務委託 

 

２ 契約の相手方 

医療法人博慈会 中川クリニック 

 

３ 随意契約理由 

結核管理健診及び結核健康診断事業は、市内各区医療機関に業務依頼（委

託）することにより健診対象者の受診機会を拡大し、もって結核回復者の再

発防止、患者家族・濃厚接触者、その他接触者等への感染防止及び感染者の

早期発見を目的として実施している。 

この業務は 800以上もの医療機関で実施しており、一般社団法人大阪府医

師会（以下「大阪府医師会」という。）と契約締結することで、大阪府医師

会に加入している市内各区医療機関と個別契約が不要となり、効率的な業務

を実施することができている。 

 

今回、旭区が対象者に案内し、対象者が健診を希望する医療機関である医

療法人博慈会中川クリニック（以下「中川クリニック」という。）は、大阪

府医師会に加入している医療機関ではないことから、本業務について中川ク

リニックを特名とし、随意契約による契約締結を行うものである。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167条の 2 第 1項第 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 06‐6647‐0653） 



随意契約理由書 

 

1 案件名称   精神障がい者地域生活移行推進業務委託（その５）（概算契約） 

 

2 契約の相手方 社会福祉法人 ノーマライゼーション協会 

         理事長 山中 多美男 

 

3 随意契約理由 

  本業務は、長期入院者（支援対象者）の病状、生活状況、帰住先、退院後のニーズ等

に応じて、その支援業務内容が変化し、画一的な業務内容を定めることができないため、

競争入札に適さないものであり、また、業務の履行に際して多数の契約相手方が必要と

なるものである。契約にあたっては、予め定めた募集要項に基づき、契約事業者の選定

を行った。 

 

4 根拠法令 

   地方自治法施行令第 167条の 2第 1項 2号 

 

5 担当部署 

   健康局健康推進部こころの健康センター（電話 06-6922-8520） 



 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

LGWAN接続系利用パソコン・プリンタの移設に伴う接続及び疎通・動作確認

業務委託 

 

２ 契約の相手方 

日信ＩＴフィールドサービス株式会社 

 

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・プリンタにつ

いては、日信ＩＴフィールドサービス株式会社と購入、設定作業及び保守作

業を契約締結している。 

パソコン・プリンタの保守業務は、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、不具合が

生じた際に対応が可能であり、かつ、責任の所在を明確にできることから、

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 06‐6263-3810） 



随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

大阪市保健所 入院調整チーム電話回線増設業務委託 

 

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 

    保健所においては、新型コロナウイルス感染症対策にかかる相談対応、検査調整、積極的

疫学調査や情報管理、健康観察などの業務により、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応援職員、派遣職員の増員など人員体制の

拡充を図ってきた。 

現在、オミクロン株の流行による第６波の発生に伴い、入院が必要な新規感染者についても

爆発的に増加し、各業務が逼迫している状況である。入院調整業務では、医療機関等関係先と

の連絡調整にて電話連絡を多用している。電話対応による連絡調整においては、架電に対する

返信や改めての受電が多く、外線２回線を含む５回線すべてが通話中の状態が続いていること

により、特に連絡調整において支障をきたす恐れがある。以上のことから、受電架電状況を改

善し、入院調整対応により多く対応するため、入院調整チームに電話回線を増設することで事

態の解消にあたる。 

また、オミクロン株による感染者数の急激な増加と同株感染者の重症化リスクの低さ、自宅

療養者の医療へのアクセスが充実したことを踏まえ、疫学調査チームにおけるファーストタッ

チ及び健康観察のうち、重症化リスクの低い 20 歳代、30 歳代へはショートメール（SMS）（以

下、「SMS」という。）を利用した対応に変更する。 

 この SMS の対象新規感染者が利用する際の様々な疑問や質問に対応するため、SMS で送信す

るメッセージ上に相談窓口の電話番号をお知らせすることになっており、従前から保健所内受

信相談センターで行っている「大阪市新型コロナ受診相談センター」や「自宅療養者・濃厚接

触者専用ダイヤル」同様、専用電話番号を設けることとする。第６波中に行った濃厚接触者に

対する疫学調査の見直しで、問い合わせ電話の増加見込みの少ない濃厚接触者専用ダイヤル 19

回線のうち５回線を使用し、その５回線のうち１回線に新たな外線番号を付与することで対応

する。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：０６－６６４７－０６９６） 


