
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
令和４年度大阪市職員（栄養士）採用試験に
かかる試験問題等作成業務委託（概算契
約）

13その他代
行

株式会社　公職研 543,400 R4.11.9
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
令和４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

円外
R4.11.10

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 -

3
令和４年度分光光度計（食肉衛生検査所設
置分）保守点検業務委託

 07 医療・理
化学機器保

守等
株式会社島津アクセス 194,700 R4.11.16

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 -

4
令和４年度分光光度計（中央卸売市場食品
衛生検査所外１か所設置分）保守点検業務
委託

 07 医療・理
化学機器保

守等

株式会社日立ハイテク
フィールディング

543,400 R4.11.16
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 -

5 防排煙設備修繕
01 建物等各
種施設管理

株式会社大阪ガスファ
シリティーズ

178,200 R4.11.22
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
大阪市保健所新型コロナ受診相談センター
音声アナウンス変更業務委託

13その他代
行

KOSネットワーク株式会
社

25,300 R4.11.24
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 -

7
令和４年度あいりん地域における新型コロナ
ウイルスワクチン接種業務委託

13その他代
行

社会福祉法人大阪社会
医療センター

514,223 R4.11.25
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
令和2年医療施設静態・動態調査及び病院
報告帳票作成業務委託

13その他代
行

株式会社アーバントラ
フィックエンジニアリング

341,000 R4.11.30
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 -

１１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年度大阪市職員（栄養士）採用試験にかかる試験問題等作成業務委託（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） 

獣医師、薬剤師、保健師、栄養士等の医療職にかかる職員採用試験の実施につい

ては、「職員の任用に関する規則（平成 28年（人）規則第２号）」により、人事委員

会から任命権者に委任されており、健康局が実施主体となっています。 

 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、各政令指定都市の自治体に照会し、回答を受けた委託先が「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」、「株式会社リクルートマネジメントソリューションズ」の４社であった。 

② ４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、問題提供日が限定されている

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０６－６２０８－９９２２） 

 



 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称  令和４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が、対象者が

入院をしている当該医療機関は、一般社団法人大阪府医師会非会員である。 

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ため、今

回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 06‐6647‐0653） 



 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和４年度分光光度計（食肉衛生検査所設置分）保守点検業務委託 

 

２ 契約の相手方 

株式会社島津アクセス 大阪支店 

 

３ 随意契約理由 

食肉衛生検査所で使用している分光光度計は、株式会社島津製作所により開

発・製造されたものであり、株式会社島津製作所によると、当該機器の保守点

検にあたっては、株式会社島津アクセス大阪支店が唯一の取扱店となっている

ことから、株式会社島津アクセス大阪支店と委託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 

健康局健康推進部生活衛生課（電話番号 06－6208－9996） 



（様式２） 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和４年度分光光度計（中央卸売市場食品衛生所外１か所設置分）保守点検

業務委託 

 

２ 契約の相手方 

株式会社日立ハイテクフィールディング 関西支店 支店長 岡田英治 

 

３ 随意契約理由 

中央卸売市場食品衛生検査所及び中央卸売市場東部市場食品衛生検査所で

使用している分光光度計は、株式会社日立ハイテクサイエンスにより開発・製

造されたものであり、株式会社日立ハイテクサイエンスによると、当該機器の

保守点検にあたっては、株式会社日立ハイテクフィールディング関西支店が大

阪府下の唯一の代理店となっていることから、株式会社日立ハイテクフィール

ディング関西支店と委託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 

防排煙設備修繕 

 

２ 契約の相手方 

株式会社大阪ガスファシリティーズ 

 

３ 随意契約理由 

本修繕は、都島センタービルこころの健康センター内の防排煙設備であるダ

ンパーについて作動不良により全閉しない状況となっている。火災発生時に煙

の伝播拡散を防止するためのダンパーであるため速やかに修繕を行う必要あ

る。 

本修繕対象設備において、都島センタービルの総合ビルメンテ業者として株

式会社大阪ガスファシリティーズが設備の管理を行っており、また、施設図面

等においても当業者が管理しており、上記業者以外速やかに対応することがで

きないため、上記業者と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 

 大阪市こころの健康センター（電話番号 06‐6922‐8520） 

 



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音声アナウンス変更業務委託 

 

２ 契約の相手方 

KOSネットワーク株式会社 

 

３ 随意契約理由 

   本案件は大阪市保健所に設置している IVR機器の音声アナウンスの変更を行うものである。 

   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いるところである。 

11月１日以降の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は、前週の同曜日に比して継続し

て増加しており、第７波の感染拡大の初期の状況に酷似し、今後、急激な感染拡大が発生する

可能性が高い状態にある。また、今冬は、新型コロナの流行に加え、インフルエンザとの同時

流行が懸念されていることから、第８波においては、第７波以上の流行を視野に入れて体制を

整備する必要がある。 

昨今の新規感染者数の増加傾向から、近日中に感染拡大のピークを迎えると想定され、新規

感染者が増加することによる電話相談の増加に対応するべく、現在運用している一般相談セン

ターの回線に加え、臨時の一般相談コールセンターが設置されることとなった。このことによ

り新型コロナ受診相談センターに電話をかけると流れる IVR機器の既存の音声アナウンスに臨

時の一般相談コールセンターを周知するアナウンスを追加する必要が生じた。 

現在設置している IVR機器は保健所の電話交換機に接続されており、電話交換機は上記業者

が設置し保守点検を行っている。 

本事業は上記業者以外では技術面の対応が不可能であり、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り、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：０６－６６４７－０６４３） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和４年度あいりん地域における新型コロナウイルスワクチン接種業務委託 

 

２ 契約の相手方 

社会福祉法人大阪社会医療センター  

 

３ 随意契約理由 

新型コロナウイルス感染症のまん延防止に努める必要があるため、予防接種法上の

臨時接種として令和３年２月から新型コロナウイルスワクチン初回接種が開始され、

令和４年 10月からはオミクロン株対応ワクチン接種が開始されている。 

新型コロナウイルスの感染者数については、増加・減少を繰り返す中、オミクロン

株対応ワクチン接種が開始された 10 月になり、感染者数が再び増加傾向にあり、年

末年始には第 8波の流行が起きると予測されている。第 8派流行期前に、接種を希望

する全ての人に対して接種を行える体制を整備する必要がある旨の通知が国より発

出されており、本市においても各種広報媒体により年内接種の勧奨を行っているとこ

ろである。 

しかしながら、あいりん地域には日雇い労働者、簡易宿泊所滞在者、野宿生活者な

どが多くみられ、定まった住居を持たないこと等を理由に接種に関する周知が行き届

かない場合がある。令和３年７月には、ホームレス支援団体等の協力も仰ぎながら、

ホームレス等に対し新型コロナ予防接種の接種機会の確保を図るよう通知も発出さ

れており、西成区及び区内支援団体の協力の上、令和３年 11 月に同地域を対象とし

たワクチン接種業務を実施したところであり、今年度も引き続き接種を実施するもの

である。 

業務を行うにあたり、一人でも多くの方に接種を受けていただくためには当該地域

の実情や生活実態を考慮し、かつ接種場所まで移動の必要がない地域内の医療機関で

の接種を行うことが必要である。 

社会福祉法人大阪社会医療センターは、あいりん地域の人々を対象とした無料低額

診療施設として創設されており、あいりん地域及びその周辺に居住する生計困難者の

ために、社会福祉法第 2条第 3項第 9号に定められた無料又は低額な料金で診療を行

っている地域特性を熟知した唯一の医療機関であり、今回想定する 60 人程度の接種

希望者の受付から経過観察までワンフロアで案内することができる十分な施設規模

を有するあいりん地域唯一の医療機関であり、想定する規模のワクチン接種が可能な

唯一の事業者である上記相手方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 06-6647-0813） 

 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

   令和２年医療施設静態・動態調査及び病院報告帳票作成業務委託 

 

２ 契約の相手方 

株式会社アーバントラフィックエンジニアリング 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、厚生労働省から提供のあった、医療施設（病院・診療所）の分布

及び病床数等の整備状況並びに診療科目、入院・外来患者数及び医療従事者数

等を集計した、医療施設静態・動態調査及び病院報告結果について、今後の保

健衛生行政の基礎資料として活用することを目的に、各区保健福祉センター管

轄区域を単位として解析し、調査項目ごとの結果集計表を作成する業務である。 

大阪府においても上記調査と同様の資料を必要とすることから、府と市の間

で別途「令和２年医療施設静態・動態調査及び病院報告帳票作成業務の委託に

関する協定書」（以下「協定書」という。）を取り交わし、協定書第２条第２項

に基づき、大阪府が事業者の選定を行い、協定書第３条に基づき、本業務委託

にかかる費用についてはそれぞれが 50％ずつ負担することとしている。また、

業者決定後の契約手続きについては、府・市それぞれが行うこととなっている。 

今般、大阪府において本業務にかかる見積もり合わせを実施した結果、上記

事業者が契約相手方として決定されたことから、本市と上記事業者との間で上

記相手方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 

大阪市保健所保健医療対策課(保健情報グループ) 

（電話番号 06‐6647-0689） 


