
大阪市水道局　特名随意契約結果（業務委託）（少額随意契約を除く） 4 月分

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３年度　水道局お客さまサポートペー
ジ運用保守業務委託

情報処理－
情報処理

株式会社太洋堂 ¥1,045,000 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G4 ―

2
令和３年度　大阪市水道局給水スポット利
用促進イベント企画運営業務委託

製作・広告・
催事、印刷
－催事

株式会社ジェイコムウエスト ¥1,492,150 令和3年4月13日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G5 ―

3
住吉配水場監視制御設備保守点検業務委
託

機械等施設
点検・運転
－施設保守
点検整備

横河ソリューションサービス株
式会社　関西支社

¥1,529,000 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G3 ―

4
令和３年度　お客さまセンター管理業務委
託

各種施設管
理―建物等
清掃

阪急阪神ビルマネジメント株
式会社

¥2,041,270 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G2 ―

5
令和３年度　オンライン図面閲覧システム
運用保守業務委託

情報処理－
情報処理

株式会社大阪水道総合サー
ビス

¥2,493,268 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G3 ―

6
令和３年度　給水装置竣工図書ファイリン
グシステム運用保守業務委託

情報処理－
情報処理

中電技術コンサルタント株式
会社　関西営業所

¥2,956,800 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G3 ―

7
令和３年度咲洲配水場次亜塩素酸ナトリウ
ム注入設備保守点検業務委託

機械等施設
点検・運転
－施設保守
点検整備

横手産業株式会社 ¥3,080,000 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G3 ―

8
令和３年度工業用水道自動検針システム
運用保守及び検針業務委託

情報処理－
情報処理

エヌ・ティ・ティテレコン株式会
社　関西支店

¥3,803,987 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G3 ―

9
令和３年度　災害情報システム運用保守業
務委託

情報処理－
情報処理

株式会社エヌ・ティ・ティ・デー
タ関西

¥3,850,000 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G3 ―

10
令和３年度大淀配水場外１か所次亜塩素
酸ナトリウム注入設備保守点検業務委託

機械等施設
点検・運転
－施設保守
点検整備

水ｉｎｇＡＭ株式会社　西日本
支店

¥3,905,000 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G3 ―
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大阪市水道局　特名随意契約結果（業務委託）（少額随意契約を除く） 4 月分

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

11
令和3年度工業用水道調定収納システム
運用保守及び全銀データ作成・収納機能
追加に伴うシステム改修業務委託

情報処理－
情報処理

大豊機工株式会社　関西営
業所

¥4,514,400 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G3 ―

12

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食
店等への水道料金及び下水道使用料の特例減
免制度受付等業務委託に係る営業所オンライン
システム関係機器移設等業務委託

情報処理－
情報処理

ＮＥＣフィールディング株式会
社　西日本営業本部　関西第
一営業部

¥4,592,347 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G4 ―

13
令和３年度豊野浄水場外２か所監視制御
設備保守点検業務委託

機械等施設
点検・運転
－施設保守
点検整備

三菱電機プラントエンジニアリ
ング株式会社　西日本本部

¥4,598,000 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G3 ―

14
令和３年度柴島浄水場外１か所酸注入設
備保守点検業務委託

機械等施設
点検・運転
－施設保守
点検整備

浅野アタカ株式会社　大阪支
店

¥4,419,800 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G3 ―

15
令和３年度泉尾配水場次亜塩素酸ナトリウ
ム注入設備保守点検業務委託

機械等施設
点検・運転
－施設保守
点検整備

株式会社磯村 ¥5,390,000 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G3 ―

16
移動型給水スポットデザイン設計及び製作
業務委託

その他代行
－その他

株式会社カクタス ¥5,998,300 令和3年4月7日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G5 ―

17
令和３年度遠隔監視測定設備保守点検業
務委託

機械等施設
点検・運転
－施設保守
点検整備

メタウォーター株式会社　関
西営業部

¥5,830,000 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G3 ―

18
令和３年度　水道事業における広域連携及
び海外展開に係るサポート業務委託

その他代行
－その他

株式会社大阪水道総合サー
ビス

¥6,644,000 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G3 ―

19
令和３年度施設管理システム運用保守業
務委託

情報処理－
情報処理

株式会社ヤマイチテクノ ¥6,710,000 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G3 ―

20
大阪市水道ＰＦＩ管路更新事業等の実施に
係る上水道利用料金の導入に伴うハンディ
ターミナルシステム改修業務委託

情報処理－
情報処理

大豊機工株式会社　関西営
業所

¥7,887,000 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G4 ―
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大阪市水道局　特名随意契約結果（業務委託）（少額随意契約を除く） 4 月分

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

21
令和３年度ガスクロマトグラフ質量分析計
ほか３点　保守点検業務委託

医療・理化
学機器等－
機器保守

株式会社島津アクセス　大阪
支店

¥8,063,000 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G3 ―

22
令和３年度　水道事業体等への研修の実
施他業務委託

その他代行
－研修

株式会社大阪水道総合サー
ビス

¥19,030,000 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G3 ―

23
水道局財務会計システム備品管理サブシ
ステム導入に係る改修業務委託

情報処理－
情報処理

富士通Ｊａｐａｎ株式会社　関
西支社

¥20,926,400 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G3 ―

24
令和３年度柴島浄水場外６か所酸注入設
備外保守点検業務委託

機械等施設
点検・運転
－施設保守
点検整備

ＪＦＥアクアサービス機器株式
会社　大阪営業所

¥21,890,000 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G3 ―

25
令和３年度　工業用水道事業における公共
施設等運営権制度導入支援業務委託

その他代行
－各種施策
研究・調査

有限責任　あずさ監査法人
大阪事務所

¥23,100,000 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G4 ―

26
令和３年度　お客さまセンターシステム保守
業務委託

情報処理－
情報処理

西日本電信電話株式会社 ¥26,895,000 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G3 ―

27
令和３年度　水道局財務会計システム運用
保守業務委託

情報処理－
情報処理

富士通Ｊａｐａｎ株式会社　関
西支社

¥37,417,050 令和3年4月1日

地方公共団体の物品等又
は特定役務の調達手続の
特例を定める政令第11条
第１項第１号

G3 〇

28
令和３年度　管路情報管理システム運用保
守業務委託

情報処理－
情報処理

株式会社大阪水道総合サー
ビス

¥37,538,859 令和3年4月1日

地方公共団体の物品等又
は特定役務の調達手続の
特例を定める政令第11条
第１項第１号

G3 〇

29
令和３年度　水道事業における新たな官民
連携手法導入支援業務委託

その他代行
－各種施策
研究・調査

ＥＹ新日本有限責任監査法人
業務責任者

¥41,695,830 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G4 ―

30
令和３年度　庶務事務・人事給与システム
運用保守管理及び改修業務委託

情報処理－
情報処理

富士通Ｊａｐａｎ株式会社　関
西支社

¥50,340,224 令和3年4月1日

地方公共団体の物品等又
は特定役務の調達手続の
特例を定める政令第11条
第１項第１号

G3 〇
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大阪市水道局　特名随意契約結果（業務委託）（少額随意契約を除く） 4 月分

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

31
令和３年度　給水装置工事内部しゅん工検
査業務委託

調査・検査
－その他検
査

株式会社大阪水道総合サー
ビス

¥71,632,000 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G2 ―

32
令和３年度柴島浄水場外１７か所浄水管理
設備外保守点検業務委託

機械等施設
点検・運転
－施設保守
点検整備

株式会社日立産機テクノサー
ビス　大阪事業所

¥82,170,000 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G3 ―

33 水道記念館学習施設運営等業務委託
製作・広告・
催事、印刷
－催事

株式会社チャージ ¥86,894,419 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G5 ―

34
お客さまセンターシステム機器更新に伴う
システム改修業務委託

情報処理－
情報処理

西日本電信電話株式会社 ¥102,300,000 令和3年4月1日

地方公共団体の物品等又
は特定役務の調達手続の
特例を定める政令第11条
第１項第２号

G3 〇

35
令和３年度営業所オンラインシステム運用
保守業務委託

情報処理－
情報処理

株式会社日立システムズ　関
西支社

¥110,204,160 令和3年4月1日

地方公共団体の物品等又
は特定役務の調達手続の
特例を定める政令第11条
第１項第２号

G3 〇

36
令和３年度遠隔監視測定設備外保守点検
業務委託

機械等施設
点検・運転
－施設保守
点検整備

三菱電機プラントエンジニアリ
ング株式会社　西日本本部

¥92,400,000 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第２号

G3 ―

37
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける
飲食店等への水道料金及び下水道使用料
の特例減免制度受付等業務委託

その他代行
－その他

株式会社アイネットサポート ¥153,852,600 令和3年4月1日
地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第５号

G21 ―

38
大阪市水道ＰＦＩ管路更新事業等の実施に
係る上水道利用料金の導入に伴う営業所
オンラインシステム改修業務委託

情報処理－
情報処理

株式会社日立システムズ　関
西支社

¥178,934,800 令和3年4月1日

地方公共団体の物品等又
は特定役務の調達手続の
特例を定める政令第11条
第１項第２号

G3 〇
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随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

令和３年度 水道局お客さまサポートページ運用保守業務委託 

 

２ 契約の相手方 

株式会社太洋堂 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、水道局お客さまサポートページ（以下「サポートページ」という。）

の運用管理を行い、障害対応及び問合せ対応等のシステム保守を行うものです。 

サポートページについては、チャットボットにより、お客さまの入力した質問に

対して文脈解析を AIにより行い、会話形式で返答するものです。 

サポートページは、株式会社太洋堂が自社独自の仕様で設計し、開発を行ってい

ることから、運用保守により動作確認・機能保証を行うには、サポートページの全

体構成並びにシステムの構成、性能及びプログラムを熟知した専門の知識と技術を

必要とします。 

また、業務の履行にあたり稼働中に障害が発生した場合には業務への影響を最小

限にとどめるため、迅速に復旧を行う必要があります。 

さらに、上記業者を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を

履行中に障害が発生した場合、その原因がシステム固有の問題なのか、本業務によ

るものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保証

を持たせることができない旨の見解を得ています。 

よって、本業務の一貫した責任と性能についての保証を持たせることができるの

は株式会社太洋堂が唯一の業者です。 

以上のことから、上記業者と契約を締結します。 

 

４ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号 

 

５ 担当部署 

  水道局総務部お客さまサービス課（お客さまセンター） 

（電話番号０６－６４５８－６００２） 

 



随意契約理由書 
 
 
１ 案件名称 
  令和３年度 大阪市水道局給水スポット利用促進イベント企画運営業務委託 
 
２ 契約の相手方 
  株式会社ジェイコムウエスト 

 
３ 随意契約理由 
  当局では、実際に市民・お客さまに本市の水道水を飲んでいただき、水道事業へ

の認知度及びイメージの向上に繋げるべく、市内各所に給水スポット（ウォーター

ディスペンサー）の設置を予定していますが、給水スポットの利用を促進するため

には、まず、市民・お客さまや来阪する国内外の観光客に、給水スポットの設置を

広く認識いただく必要があり、利用促進のイベントを実施することとしました。 
本イベントの実施にあたっては、より魅力的で充実したイベント内容とするため

に、専門的な知識や経験、ノウハウ等を持つ民間事業者にイベント企画運営の提案

を求め、当該提案に基づき仕様を作成することが、業務の質的向上と予定価格の範

囲内で最大の効果を得ることができる最善の手法であることから、競争入札は適し

ません。 

よって、提案に対して専門的な見識に基づく有識者の審査、優劣の判断により優

れた提案を行う事業者を選定する公募型プロポーザル方式により、契約相手方を決

定することとしました。 

学識経験者等の意見を聴取する選定会議において意見を聴取した結果、上記業者

の評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意

見を踏まえ、上記業者と契約を締結します。 
 
４ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号 
 
５ 担当部署 
  水道局総務部総務課（電話番号０６－６６１６－５４０４） 



 

随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

  住吉配水場監視制御設備保守点検業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  横河ソリューションサービス株式会社 

 

３ 随意契約理由 

  本業務は、住吉配水場に設置している監視制御設備の保守点検を行い、機能維持

を図るものです。 

  当該設備の制御を行う制御装置等の構成及びプログラム、各装置の機能は、横河

電機株式会社が独自に設計、製作したものであり、保守点検により動作確認・機能

保証を行うには、設備の全体構成並びに機器の構造及び性能を熟知した専門の知識

と技術を必要とします。 

 また、業務の履行にあたり現在稼働中の設備に障害が発生した場合には水道施設

運用への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧を行う必要があります。 

当該設備の事業は、横河ソリューションサービス株式会社へ事業継承されており、

同社を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を履行し、設備に

障害が発生した場合、その原因が設備固有の問題なのか、本業務によるものなのか、

原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保証を持たせること

ができない旨の見解を得ています。 

  よって、保守点検の一貫した責任と性能についての保証を持たせることができる

のは横河ソリューションサービス株式会社が唯一の業者です。 

  以上のことから、上記業者と契約を締結します。 

 

４ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号 

 

５ 担当部署 

  水道局工務部施設保全センター（電話番号０６－６８１５－２４０２） 

 



 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和３年度 お客さまセンター管理業務委託  

 

２ 契約の相手方 

阪急阪神ビルマネジメント株式会社 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、お客さまセンター入居建物における付帯設備の保守点検・清掃等

を行い、施設を維持管理する業務です。 

お客さまセンター運営場所である福島阪神ビルディングの賃貸借契約は、阪

神電気鉄道株式会社と締結しています。 

本業務の実施について、賃貸借契約では阪神電気鉄道株式会社から当建物の

管理業務を委託されている阪急阪神ビルマネジメント株式会社と別途契約を

締結することとされています。 

よって、上記業者と契約を締結します。 

 

４ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第 21条の 14第１項第２号 

 

５ 担当部署 

水道局総務部お客さまサービス課（電話番号０６－６４５８－６００２）  



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和３年度 オンライン図面閲覧システム運用保守業務委託 

 

２ 契約の相手方 

株式会社大阪水道総合サービス 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、インターネットを通じて、お客さまから閲覧申請のあった地域の水

道管埋設状況について管路情報管理システム内の水道管路図をお客さまが閲覧

できる、オンライン図面閲覧システム（以下「本システム」という。）について、

システムの保守等、システム運用上必要な技術的支援を行うものです。 

本システムは株式会社大阪水道総合サービスが独自に開発を行ったもので、本

業務の履行により動作確認・機能保証を行うには、システムの全体構成、システ

ム固有の構造、性能及びプログラムを熟知した専門の知識と技術を必要とします。 

また、業務の履行にあたり、現在稼働中の本システムに障害が発生した場合に

は、業務への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧する必要があります。 

さらに、上記業者を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務

を履行し、本システムに障害が発生した場合、その原因がシステム固有の問題な

のか、本業務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在

が不明確となり、保証を持たせることが出来ない旨の見解を得ています。 

よって、本業務における一貫した責任と性能について、保証を持たせることが

でるのは株式会社大阪水道総合サービスが唯一の業者です。 

   以上のことから、上記業者と契約を締結します。 

 

４ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号 

 

５ 担当部署 

水道局工務部配水課（電話番号０６－６６１６－５５７７） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  令和３年度 給水装置竣工図書ファイリングシステム運用保守業務委託 

 

２ 契約の相手方 

中電技術コンサルタント株式会社 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、給水装置竣工図書ファイリングシステム（以下「本システム」という。）

について、システムの保守等、システム運用上必要な技術的支援を行うものです。 

本システムは、上記業者が独自に開発を行ったもので、独自に構築されたプログ

ラムとなっており、本業務の履行により動作確認・機能保証を行うには、システム

の構造、性能及びプログラムを熟知した専門の知識と技術を必要とします。 

また、業務の履行にあたり現在稼働中のシステムに障害が発生した場合には業務

への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧する必要があります。 

さらに、上記業者を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を

履行し、システムに障害が発生した場合、その原因がシステム固有の問題なのか、

本業務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確

になり保証を持たせる事が出来ない旨の見解を得ています。 

よって、本業務の一貫した責任と性能について保証を持たせることができるのは

中電技術コンサルタント株式会社が唯一の業者です。 

以上のことから、上記業者と契約を締結します。 

 

４ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号 

 

５ 担当部署 

  水道局工務部給水課（電話番号０６－６６１６－５４８３） 

 

 



随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

令和３年度咲洲配水場次亜塩素酸ナトリウム注入設備保守点検業務委託 

 

２ 契約の相手方 

横手産業株式会社 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、咲洲配水場に設置している次亜塩素酸ナトリウム注入設備の保守点検

を行い、機能維持を図るものです。 

当該設備の薬品の受入れから注入点までの設備構成並びに構成する機器や部品、

材料の選定及び注入等に関する制御方法は、横手産業株式会社が自社独自の仕様で

設計し、機器部品を組み合わせて製作したものを自社で生産していることから、保

守点検により動作確認・機能保証を行うには、設備の全体構造並びに機器の構造及

び性能を熟知した専門の知識と技術を必要とします。 

また、業務の履行にあたり、現在稼働中の設備に障害が発生した場合には、水道

施設運用への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧を行う必要があります。 

さらに、上記業者を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を

履行し、設備に障害が発生した場合、その原因が設備固有の問題なのか、本業務に

よるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保

証を持たせることができない旨の見解を得ています。 

よって、保守点検の一貫した責任と性能についての保証を持たせることができる

のは、横手産業株式会社が唯一の業者です。 

以上のことから、上記業者と契約を締結します。 

 

４ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号 

 

５ 担当部署 

  水道局工務部施設保全センター（電話番号０６－６８１５－２４０２） 

 



随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

  令和３年度工業用水道自動検針システム運用保守及び検針業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  エヌ・ティ・ティテレコン株式会社 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、自動検針設備の保守を行うとともに上記業者が保有する自動検針シス

テム（以下「本システム」という。）を利用し、お客さまの水道メータに自動検針設

備を接続し、電話回線等を通じて検針情報を一括収集するものです。 

本システムは上記業者により設計、開発されたもので、自動検針を行うには、プ

ログラム構成やシステム内容等の構成及び構造等の専門知識と技術を必要としま

す。 

また、本システムのソフトウェアの著作権は上記業者に帰属しており、上記業者

が運営管理する共同センタにおいて集中監視を行っていることから、本業務を行う

ことができる唯一の業者です。 

以上のことから、上記業者と契約を締結します。 

 

４ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号 

 

５ 担当部署 

  水道局総務部お客さまサービス課（電話番号 ０６－６６１６－５４７８） 

 

 



随意契約理由書 

 
 
１ 案件名称 
  令和３年度 災害情報システム運用保守業務委託 
 
２ 契約の相手方 
  株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 
 
３ 随意契約理由 
  本業務は、庶務事務システムや配水情報システムなど他システムと連携し、災害

時に必要な情報を一元管理するための災害情報システム（以下「本システム」とい

う。）を安定的に稼働させ、常に良好な状態に維持するものです。 
本システムは、上記業者が独自の仕様で設計し、開発を行ったものであり、本業

務の履行により動作確認・機能保証を行うには、システムの構造、性能及びプログ

ラムを熟知した専門の知識と技術を必要とします。 
また、業務の履行にあたり現在稼働中の本システムに障害が発生した場合には、

業務への影響を最小限にとどめるため迅速に復旧を行う必要があります。 
  さらに、上記業者を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を

履行し、システムに障害が発生した場合、原因の特定が困難になり、ひいては責任

の所在が不明確になり保証を持たせることができない旨の見解を得ています。 
よって、本業務の一貫した責任と性能についての保証を持たせることができるの

は株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西が唯一の業者です。 
以上のことから、上記業者と契約を締結します。 

 
４ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号 
 
５ 担当部署 
  水道局総務部総務課（危機管理）（電話番号０６－６６１６－５５１３） 





 随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  令和 3年度工業用水道調定収納システム運用保守及び全銀データ作成・収納機能

追加に伴うシステム改修業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  大豊機工株式会社 

 

３ 随意契約理由 

 本業務は、工業用水道調定収納システム（以下「本システム」という。）の有用

性及び安全性が常に維持されるよう適切に管理し円滑に運用するための保守及び

金融機関の「請求書による口座振替サービス終了のお知らせ」の通知に基づき、口

座振替請求データ（全銀協規定フォーマット）を本システムで作成し、各金融機関

より伝送された口座振替収納結果データ（全銀協規定フォーマット）を本システム

に収納処理するためのシステム改修を行うものです。 

本システムは大豊機工株式会社が独自に開発を行ったもので、本業務の履行によ

り動作確認・機能保証を行うには、システムの全体構成、システム固有の構造、性

能及びプログラムを熟知した専門の知識と技術を必要とします。 

また、業務の履行にあたり現在稼働中のシステムに障害が発生した場合には、業

務への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧する必要があります。 

さらに、上記業者を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を

履行し、システムに障害が発生した場合、その原因がシステム固有の問題なのか、

本業務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確

となり保証を持たせることができない旨の見解を得ています。 

よって、本業務における一貫した責任と性能について保証を持たせることができ

るのは、大豊機工株式会社が唯一の業者です。 

以上のことから、上記業者と契約を締結します。 

 

４ 根拠法令 

  地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号 

 

５ 担当部署 

  水道局総務部お客さまサービス課（電話番号０６-６６１６-５４７８）  



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への水道料金及び下水道使

用料の特例減免制度受付等業務委託に係る営業所オンラインシステム関係機器

移設等業務委託 

   

２ 契約の相手方 

  NEC フィールディング株式会社 

 

３ 随意契約理由 

  本業務は、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への水道料金及

び下水道使用料の特例減免制度受付等業務委託」に伴い、当該業務委託受注者が飲

食店等からの相談、申請の受付、審査及び通知等を行う上で必要となる営業所オン

ラインシステムでの情報を所定場所で閲覧できるように、営業所オンラインシステ

ム関係機器の移設、端末設定及び配線作業並びに当該業務委託終了後の機器移設及

び配線撤去作業を行うものです。 

営業所オンラインシステム関係機器等の借入契約は NEC キャピタルソリューシ

ョン株式会社と締結しており、借入機器等にかかる保守業務は NEC フィールディン

グ株式会社に再委託されています。 

また、業務の履行にあたり現在稼働中のシステムに障害が発生した場合には、業

務への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧する必要があります。 

さらに、同社を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を履行

し、システムに障害が発生した場合、その原因がシステム固有の問題なのか、本業

務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確にな

り保証を持たせることができない旨の見解を得ています。 

よって、本業務における一貫した責任と性能の保証を持たせることが出来るのは、

NEC フィールディング株式会社が唯一の業者です。 

以上のことから、上記業者と契約を締結します。 

 

４ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号 

 

５ 担当部署 

  水道局総務部お客さまサービス課（電話番号０６－６６１６－５４７３） 



随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

令和３年度豊野浄水場外２か所監視制御設備保守点検業務委託 

 

 

２ 契約の相手方 

三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、豊野浄水場、桜宮配水場及び柴島浄水場に設置している監視制御設備

の保守点検を行い、機能維持を図るものです。 

当該設備の高度浄水処理設備等の制御を行う制御装置等の構成及びプログラム、

各装置の機能は、三菱電機株式会社が自社独自の仕様で設計し、機器部品を組み合

わせて製作したものです。保守点検により動作確認・機能保証を行うには、設備の

全体構成並びに機器の構造及び性能を熟知した専門の知識と技術を必要とします。 

また、業務の履行にあたり現在稼働中の設備に障害が発生した場合には水道施設

運用への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧を行う必要があります。 

当該設備にかかる保守点検業務は三菱電機プラントエンジニアリング株式会社

へ移管されており、同社を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業

務を履行し、設備に障害が発生した場合、その原因が設備固有の問題なのか、本業

務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確にな

り保証を持たせることができない旨の見解を得ています。 

よって、保守点検の一貫した責任と性能についての保証を持たせることができる

のは三菱電機プラントエンジニアリング株式会社が唯一の業者です。 

以上のことから、上記業者と契約を締結します。 

 

４ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号 

 

５ 担当部署 

  水道局工務部施設保全センター（電話番号０６－６８１５－２４０２） 

 





随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

令和３年度泉尾配水場次亜塩素酸ナトリウム注入設備保守点検業務委託 

 

２ 契約の相手方 

株式会社磯村 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、泉尾配水場に設置している次亜塩素酸ナトリウム注入設備の保守点検

を行い、機能維持を図るものです。 

当該設備の薬品の受入れから注入点までの設備構成並びに構成する機器や部品、

材料の選定及び注入等に関する制御方法は、株式会社磯村が自社独自の仕様で設計

し、機器部品を組み合わせて製作したものを自社で生産していることから、保守点

検により動作確認・機能保証を行うには、設備の全体構造並びに機器の構造及び性

能を熟知した専門の知識と技術を必要とします。 

また、業務の履行にあたり、現在稼働中の設備に障害が発生した場合には、水道

施設運用への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧を行う必要があります。 

さらに、同社を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を履行

し、設備に障害が発生した場合、その原因が設備固有の問題なのか、本業務による

ものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保証を

持たせることができない旨の見解を得ています。 

よって、保守点検の一貫した責任と性能についての保証を持たせることができる

のは株式会社磯村が唯一の業者です。 

以上のことから、上記業者と契約を締結します。 

 

４ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号 

 

５ 担当部署 

  水道局工務部施設保全センター（電話番号０６－６８１５－２４０２） 

 



随意契約理由書 
 
 
１ 案件名称 
  移動型給水スポットデザイン設計及び製作業務委託 
 
２ 契約の相手方 
  株式会社カクタス 

 
３ 随意契約理由 
  当局では、各種イベント会場で水道水を提供し、実際に市民・お客さまに本市の

水道水を飲んでいただくことで、水道事業への認知度及びイメージの向上に繋げる

ため、持ち運びができ、手軽に水道水を飲んでいただける移動型給水スポット（ウ

ォーターディスペンサー）を製作したいと考えています。 
上記事業を行うためには、イベント会場において、市民・お客さまが移動式ウォ

ーターディスペンサーに注目し、積極的に利用していただく必要があります。 
実現にあたっては、ウォーターディスペンサーに「おいしい水」をイメージさせ

るデザインだけでなく、注目を集めるための「インパクト」や「大阪らしさ」・「親

しみやすさ」、どなたでも利用できる「ユニバーサルデザイン」などが、バランス

よくデザインされることが必要不可欠です。 
この点については、専門的な知識や経験、ノウハウ等が豊富な民間事業者に、デ

ザイン設計や製作についての企画提案を求め、当該提案に基づき仕様を作成するこ

とが、業務の質的向上と予定価格の範囲内で最大の効果を得ることができる最善の

手法であることから、競争入札は適しません。 

よって、提案に対して専門的な見識に基づく有識者の審査、優劣の判断により優

れた提案を行う事業者を選定する公募型プロポーザル方式により、契約相手方を決

定することとしました。 

学識経験者等の意見を聴取する選定会議において意見を聴取した結果、上記業者

の評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意

見を踏まえ、上記業者と契約を締結します。 
 
４ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号 
 
５ 担当部署 
  水道局総務部総務課（電話番号０６－６６１６－５４０４） 



随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

令和３年度遠隔監視測定設備保守点検業務委託 

 

２ 契約の相手方 

メタウォーター株式会社 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、大阪市内に設置している配水遠隔監視測定設備及び水質遠隔監視測定

設備の保守点検を行い、機能維持を図るものです。 

当該設備は、メタウォーター株式会社が自社独自の仕様で設計し、機器部品を組

み合わせて製作したものを自社で生産していることから、保守点検により動作確

認・機能保証を行うには、設備の全体構成並びに機器の構造及び性能を熟知した専

門の知識と技術を必要とします。 

また、業務の履行にあたり現在稼働中の設備に障害が発生した場合には水道施設

運用への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧を行う必要があります。 

さらに、上記業者を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を

履行し、設備に障害が発生した場合、その原因が設備固有の問題なのか、本業務に

よるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保

証を持たせることができない旨の見解を得ています。 

よって、保守点検の一貫した責任と性能についての保証を持たせることができる

のはメタウォーター株式会社が唯一の業者です。 

以上のことから、上記業者と契約を締結します。 

 

４ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号 

 

５ 担当部署 

  水道局工務部施設保全センター（電話番号０６－６８１５－２４０２） 

 



随意契約理由書 

 

１．案件名称 

  令和３年度 水道事業における広域連携及び海外展開に係るサポート業務委託 

 

２．契約の相手方 

  株式会社大阪水道総合サービス 

 

３．随意契約理由 

本業務は、当局が周辺水道事業体から受託している技術支援業務について、進捗

会議へ出席し技術的な助言や提案、資料作成などの一部業務を行うとともに、支援

ニーズの把握や支援業務の精度向上を目的とした周辺水道事業体へのニーズ調査

を共同して行うほか、海外水ビジネスパートナー制度の事務局業務を行うものです。 

本業務の実施にあたっては、当局がこれまで築いてきた技術力・ノウハウを活用

し、周辺水道事業体が抱える課題について技術的な支援を行うほか、開発途上国の

海外事業体に対し、民間企業と連携したインフラ整備を進めていくため、当局が担

うべき役割を熟知し、当局と同等の技術力・水道事業に関するノウハウを保有して

いることが求められます。 

上記業者は、当局の水道事業を補完・代替することを目的に設立された外郭団体

であるため、当局の事業および制度を熟知し、かつ周辺水道事業体から多数の業務

受託や、民間企業と共に海外展開を進めるなど、当局と同等の技術力や水道事業に

関するノウハウを保有していることから、本業務の実施にあたる条件を全て満たす

唯一の業者です。 

以上のことから、上記業者と契約を締結します。 

 

４．根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号 

 

５．担当部署 

  水道局総務部経営改革課事業推進担当（電話番号０６－６６１６－５５０７） 



随意契約理由書 

 
 
１ 案件名称 

令和３年度施設管理システム運用保守業務委託 
 
２ 契約の相手方 

株式会社ヤマイチテクノ 
 
３ 随意契約理由 

本業務は、施設管理システム（以下「本システム」という。）の運用管理を行い、

障害対応及び問合せ対応等のシステム保守を行うものです。 
本システムは、株式会社ヤマイチテクノが自社独自の仕様で設計し、開発を行っ

たもので、独自に構成されたプログラムとなっており、本業務の履行より動作確認、

機能保証を行うには、システムの構成、性能及びプログラムを熟知した専門の知識

と技術を必要とします。 
また、業務の履行にあたり現在稼働中の本システムに障害が発生した場合には業

務への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧を行う必要があります。 
さらに、上記業者を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を

履行し、システムに障害が発生した場合、その原因が本システム固有の問題なのか、

本業務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確

になり保証を持たせることができない旨の見解を得ています。 
よって、本業務の一貫した責任と性能についての保証を持たせることができるの

は株式会社ヤマイチテクノが唯一の業者です。 
以上のことから、上記業者と契約を締結します。 

 
４ 根拠法令 

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号 
 
５ 担当部署 
  水道局工務部施設保全センター（電話番号０６－６８１５－２４０２） 
 


