
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 動物管理センター保護室における水道修繕
01 建物等各
種施設管理

JS関西株式会社 28,600 R4.7.7
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 -

2 狂犬病検査等従事職員予防接種業務委託
13その他代

行
医療法人瑠璃会　ＡＹクリ
ニック

101,800 R4.7.12
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 -

3
中央卸売市場東部市場食品衛生検査所にお
ける細菌検査室空調機器修繕

01 建物等各
種施設管理

ダイキン工業株式会社 141,284 R4.7.15
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 -

4
大阪市保健所新型コロナ受診相談センター
電話回線増設等業務委託

01 建物等各
種施設管理

KOSネットワーク株式会社 352,000 R4.7.21
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 -

5
大阪市保健所執務室（中央卸売市場本場・
業務管理棟）電話機器移設等業務委託

01 建物等各
種施設管理

KOSネットワーク株式会社 220,000 R4.7.25
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 -

6
大阪市保健所電話回線２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 68,750 R4.7.25
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 -

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 

動物管理センター保護室における水道修繕 

 

２ 契約の相手方 

JS 関西株式会社 

 

３ 随意契約理由 

大阪市動物管理センターでは『犬猫の理由なき殺処分ゼロ』に向けた行動計画に

基づき、犬や猫の殺処分数を減らすため、引取り、捕獲等により収容し、飼い主が

判明しなかった犬・猫のうち「譲渡動物の選定・管理基準」および譲渡適性テスト

に合格した犬・猫については、譲渡対象動物として譲渡会等を通じ個人もしくは動

物愛護団体への譲渡を行っている。 

本市動物管理センターに収容された犬のうち、譲渡適正ありと判断された個体に

関してはセンター内にある保護室へ収容し、新たな飼い主が決定するまで保護室内

で飼養管理を行っている。 

今回対象となる水道については、保護室内で使用しているものの一つであるが、

数か月前から、水道の元栓付近から水漏れが発生しており、元栓付近のネジを緩め

たり閉めたりすることで極力水漏れを起こさないように対応しながら使用している

状態であった。しかし、繰り返し対応しているうちに元栓付近のネジ穴が破損して

しまい、令和 4年 7月 6日の朝より大量の水が元栓より漏れ出てしまう状態である。 

当該水道は犬舎のすぐそばにあることから、水漏れが悪化することで衛生状態が

悪化し、動物の健康状態に問題が生じる恐れがある。本件については以前から複数

の職員で原因箇所の特定を試みたものの、原因箇所を特定することが出来なかった

ため原因箇所の特定を含め緊急に修繕を行うこととする。 

なお、健康局において令和３年度に建物修繕関係で契約実績のある事業者の中か

ら、緊急で対応が可能であるとの回答があった上記業者に依頼することとする。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167条の 2 第 1項 第 5号 

 

５ 担当部署 

健康局健康推進部生活衛生課（電話番号 06‐6208‐9988） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  狂犬病検査等従事職員予防接種業務委託（概算契約） 

 

２ 契約業者 

  医療法人 瑠璃会 AYクリニック 

 

３ 契約方法 

随意契約 

 

４ 随意契約理由 

   労働安全衛生法第三条第一項において、「事業者は単にこの法律で定める労働災害の 

  防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を 

  通じ職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。」と定め 

ており、健康局においては健康被害が発生する恐れのある業務に従事する者に対して 

狂犬病検査等従事職員予防接種を実施し、労働災害の未然防止を図る必要がある。 

   本業務遂行にあたっては、経済的かつ効率的に実施するため、総務局が実施する定 

  期健康診断と同様に市内出張扱いとしており、大阪市内で受診が可能で、海外渡航者 

  以外の受診者で法人契約に対応することができ、かつ過去に接種したワクチンと同じ 

ワクチンの追加接種を行うことができる業者は上記業者に限られるため、上記業者と 

随意契約を行う。 

 

５ 根拠法令 

  地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号 

 

６ 担当部署 

大阪市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 

中央卸売市場東部市場食品衛生検査所における細菌検査室空調機器修繕 

 

２ 契約の相手方 

ダイキン工業株式会社 

 

３ 随意契約理由 

中央卸売市場東部市場食品衛生検査所では、食品衛生監視員が食品衛生法等に基

づき、食品等取扱事業者から収去した食品等の検査を実施している。 

当検査所細菌検査室に設置されている温度調節機能を有する空調機器は、労働衛

生上の適切な環境の維持はもとより、細菌検査の精度管理において必要不可欠な設

備である。なぜならば、検査室内の温度が一定に保たれていないと、検査機器の異

常運転等により検査業務に支障をきたすことになるからである。検査結果は行政処

分の根拠となるものであることから、その信頼性が十分であることが求められる。 

現行の設備は平成 22 年１月８日に設置されたもので、設置工事完了後 10 年以上

が経過しており、冷却機能の低下が著しい。検査で使用していたガスバーナーによ

り室内温度が上昇したため、室内温度を下げるべく設定温度を限界値まで下げるな

ど試行をしたが、あまり効果はなく、適切な室内温度になるまで検査を一時中断せ

ざるを得ない状況に陥った。 

また、室内温度が 35℃程度を超えると、食中毒菌等細菌の培養に使用している恒

温培養器（ふ卵器）が運転を停止し、所定の培養温度から逸脱してしまうため、試

験室内事故扱いとなる。この場合、当該検査は全て無効となることから、検査に供

する食品等の収去先である事業者が不利益を被ることも考えられる。 

以上のことから、細菌検査室に設置している空調設備を直ちに修繕する必要があ

る。 

なお、当該案件については、本市入札参加資格があり過去に実績のある事業者で、

当該空調機器のメーカーである上記事業者に依頼することとする。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167条の２ 第１項 第５号 

 

５ 担当部署 

健康局健康推進部生活衛生課（電話番号 06‐6208‐9993） 



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等業務委託 

 

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 

本案件は新型コロナ受診相談センター（以下受診相談センター）に電話回線を増設し、それに伴

う電話交換機の設定変更を行うものである。 

現在、新型コロナウイルス感染症の新規感染者が再び増加し、受診相談センターにもひ

っきりなしに相談電話がかかってきていることから、今後予想される第 7波と呼ばれる感

染爆発による受電率の低下が危惧されている。 

受診相談センターの電話回線の増設を行うことは、受電率の著しい低下を防ぎ、新規感

染者の不安や恐怖の解消、重症化のリスクを防ぐため、必要不可欠である。 

現在設置し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 

大阪市保健所執務室（中央卸売市場本場・業務管理棟）電話機器移設等業務委託 

 

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、保健所をはじめ関係各局・区による全市体制で取

り組んでいるところである。 

令和４年１月から２月にかけてのいわゆる第６波での経験を踏まえ、令和４年４月に、よ

り大きな感染の波が来ることを想定した保健所体制の更なる強化を図るために必要な人員が

収容できる新たな執務スペースを中央卸売市場本場業務管理棟（以下「本件建物」という。）

内に設置した。 

この度、令和４年８月１日からの体制見直しにより、令和４年７月 31日をもって、本

件建物の 14 階の３室について、電話設備等の撤去を行い原状回復のうえ返還すること

となり、また、４階から６階に宿泊調整・配食チームが執務室を変更することに伴い、

電話機の移設が必要となっている。 

これにより、保健所との内線通話・本市専用回線の変更処理のため、主装置を操作す

る業務が必要である。 

現在設置し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るなど、著しい支障がでる恐れがあることから、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 

   大阪市保健所管理課（電話番号：０６－６６４７－０６４９） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

大阪市保健所電話回線２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 

 

３ 随意契約理由 

本市保健所には、東部、西部、南部、北部の方面別に１名ずつ医療監を配置している。 

新型コロナウイルスの感染の影響を受けるまでは、４人の医療監が同一執務室で業務を行

ったが、新型コロナウイルス感染症に対する体制を強化するに当たり、当初の執務スペー

スを確保することができなくなったため、管理課、保健医療対策課、感染症対策課にそれ

ぞれ執務席を確保し、業務を行っている。 

 そのうち、東部医療監（保健医療対策課）、南部医療監（管理課）の自席には電話が設置

されておらず、保健所内外との連絡等に支障をきたしている状況にある。 

新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、当面の間、現状の配席で対応する必要があること

から、暫定的な対応として電話機を２台新設することとする。 

現在設置し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） 


