
※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。
平成30年４月１日から同年９月30日までの随意契約
【市立病院】

担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

企画運営課
医薬品の購入
単価契約（血液）

平成30年4月1日
日本赤十字社

近畿ﾌﾞﾛｯｸ血液ｾﾝﾀｰ
茨木市彩都あさぎ7-5-17

単価契約

(年間見込額）
76,808,000

血液という特殊なものの購入であり、他に納入できる業者はないだけ
でなく、その信頼性は高いため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号）

企画運営課
医薬品の購入
単価契約（麻薬）

平成30年4月1日 ㈱ｽｽﾞｹﾝ藤井寺支店 藤井寺市野中1-46-1

単価契約

(年間見込額）
25,853,000

医薬品（麻薬）の購入業務については、平成24年度に一般競争入札を
行い決定した。見積徴収の結果、昨年と同等の価格表示であり、合わ
せて徴収した他の業者と比較しても、最も安価であるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第7号）

企画運営課
医薬品の購入
単価契約（RI）

平成30年4月1日 (公社）日本ｱｲｿﾄｰﾌﾟ協会 東京都文京区本駒込2-28-45

単価契約

（年間見込額）
57,927,000

ＲＩ（ラジオアイソトープ）という特殊なものの購入であり、他に納入でき
る業者はないだけでなく、その信頼性は高いため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号）

企画運営課 職員定期健康診断委託契約 平成30年6月1日 小谷診療所 吹田市江坂町4-10-1

単価契約

（年間見込額）
2,265,246

職員課において入札で業者選定したものと、同一業者と契約。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号）

企画運営課
特定業務従事職員
健康診断委託契約

平成30年4月1日
（公財）ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾍﾙｽ

ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ
大阪市西区西本町1-3-5
大阪建大ビル7Ｆ

単価契約

（年間見込額）
864,141

職員課において入札で業者選定したものと、同一業者と契約。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号）

企画運営課
放射線被ばく線量
検査測定委託契約

平成30年4月1日 長瀬ﾗﾝﾀﾞｳｱ㈱
茨城県つくば市諏訪
C22街区

単価契約

（年間見込額）
1,543,725

被ばく放射線量の管理については、対象者の被ばく線量を継続的に
測定しなければならないが、過去の被ばく記録を含めて個人データを
管理することが重要となるため、対象者の累積被ばく線量積算の一貫
性を考慮する必要があるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号）

企画運営課 医師賠償責任保険 平成30年4月1日
大阪府医師
協同組合

大阪市中央区上本町西3-1-5 8,361,140

当団体は大阪府医師会が設置した団体であり、その信頼性は高いだ
けではなく、医療に対するノウハウを活用した、医療を対象にした損害
保険制度の内容及び実績を有する同等の保険が他にないため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号）

企画運営課 医療廃棄物排出者責任保険 平成30年9月1日
大阪府医師
協同組合

大阪市中央区上本町西3-1-5 535,800

当団体は大阪府医師会が設置した団体であり、その信頼性は高いだ
けではなく、当団体の損害保険制度、内容及び実績を有する同等の
保険が他にないため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号）

企画運営課 建物総合損害共済委託契約 平成30年4月1日
（公社）全国市有物件

災害共済会
近畿支部

大阪市中央区北浜2-1-26 818,443

当団体は地方自治法第263条の2の規定に基づき、市の所有する建
物、工作物および建物内に収容された動産の火災による損害を相互
救済する事業を行うために設立された公益法人で、数多くの市が会員
となっているため信頼性も高く、損害保険制度、内容および実績を有
する同等の保険が他にないため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号）

企画運営課
産業廃棄物処理業務
（収集・運搬）

平成30年4月1日
㈱国中
環境開発

松原市天美我堂3-67-1

単価契約

（年間見込額）
1,305,720

企画運営課
産業廃棄物処理業務
（処分）

平成30年4月1日 ㈱ＧＥ 堺市西区築港新町1-5-38

単価契約

（年間見込額）
3,046,680

企画運営課
特別管理産業廃棄物
処理業務（収集・運搬）

平成30年4月1日
㈱国中
環境開発

松原市天美我堂3-67-1

単価契約

（年間見込額）
13,332,747

企画運営課
特別管理産業廃棄物
処理業務（処分）

平成30年4月1日 ㈱ＧＥ 堺市西区築港新町1-5-38

単価契約

（年間見込額）
8,643,456

企画運営課
特別管理産業廃棄物収集運
搬業務

平成30年6月15日 ㈱JESCO-EXPRESS
奈良県北葛城郡王寺町4-
198-2

556,200

特別産業廃棄物の収集運搬については、処分業者と関連のある機関
に委託することで、処分に至る一連の作業が適切に行われ、不法投
棄を防げるとの判断に加え、他業者の見積価格と比しても安価である
ため。（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号）

企画運営課 第2期ＰＦＩ事業導入支援業務 平成30年4月1日
ＰｗＣアドバイザリー

合同会社
東京都中央区銀座8-21-1
住友不動産汐留浜離宮ビル

20,481,120

平成31年度からの第2期ＰＦＩ事業の導入に向けて、業務を行うにあた
り高度な専門的知識や情報が必要であることから、ＰＦＩ事業のノウハ
ウと経験を有し、さらに平成28年度の検討業務を支援した実績のある
コンサルタント会社と効率的に業務を遂行するため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号）

企画運営課
病院機能評価に関する業務
委託契約

平成30年5月24日
（公財）日本医療機能

評価機構
東京都千代田区三崎町1-4-
17-10

（年間見込額）
540,000

平成31年8月22日に（公財）日本医療機能評価機構による病院機能評
価の認定期間が終了するに伴い、更新受審を受ける必要があり、当
院機能評価については、（公財）日本医療機能評価機構でしか実施で
きないと判断したため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号）

平成30年度　随意契約の公表（市立病院）

産業廃棄物の処分については、収集・運搬事業者と関連のある機関
に委託することで、処分に至る一連の作業が適切に行われ、不法投
棄を防げるとの判断から、平成23年度に廃棄物収集・運搬と処分業者
をあわせて入札を実施し、落札業者は他業者と比較して相当に安価
な価格で決定した。平成30年度においても同落札業者より同等の価
格提示となり、また、他業者の見積価格と比しても相当に安価である
ため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第7号）



企画運営課
八尾市立病院
維持管理・運営事業における
支援業務

平成30年4月1日
ＰｗＣアドバイザリー

合同会社
東京都中央区銀座8-21-1
住友不動産汐留浜離宮ビル

単価契約

（年間見込額）
1,728,000

契約の相手方は、ＰＦＩ事業のアドバイザーとして専門的なノウハウと
経験を有し、更に当院のＰＦＩ事業の導入可能性調査段階から参画し、
本事業に精通しているため、ＰＦＩ事業の支援を受けることが最適であ
り、競争入札に適さないと判断した。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号）

企画運営課
八尾市立病院
維持管理･運営事業に関する
ＰＦＩ法務アドバイザー業務

平成30年4月1日
渥美坂井法律事務所

弁護士法人
東京都千代田区内幸町2-2-2
富国生命ビル

単価契約

（年間見込額）
1,728,000

契約の相手方は、ＰＦＩ事業の法務アドバイザーとして本事業に当初か
ら参画していることから、本事業に精通しているため、委託契約するこ
とが最適であり、競争入札に適さないと判断した。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号）

企画運営課
八尾市立病院
事務連絡業務委託契約

平成30年4月1日
（公社）八尾市
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

八尾市宮町1-10-32

単価契約

（年間見込額）
982,432

高齢者の雇用と活用の促進を図り、高年齢者等の雇用の安定等に関
する法律第41条2項に規定するシルバー人材センターから役務の提
供を受けるため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号）

企画運営課 医師人材紹介手数料 平成30年4月1日 ㈱ｴﾑｽﾘｰｷｬﾘｱ
東京都港区虎ノ門4-1-28
虎ノ門タワーズオフィス

想定年収の
20％

一定のスキルをもつ医師をそのときの病院の医療体制に合わせて確
保する必要があることから、医師登録数や公的病院との紹介実績が
ある相手方と契約する必要が強く、かつ紹介手数料はどの業者でもほ
ぼ同額（年収の20％）であることから性質上競争入札を行うものに適さ
ないと判断したため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号）

企画運営課 検体検査委託契約 平成30年9月26日 ㈱ｴｽｱｰﾙｴﾙ 東京都新宿区西新宿2-1-1
単価契約

（年間見込額）
1,211,760

乳癌発症に関与する遺伝子という特殊なものの検体検査であり、他に
検査できる業者がないだけではなく、その信頼性は高いため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号）

企画運営課
八尾市立病院
胞衣（胎盤）取扱契約

平成30年4月1日 ㈱関西ﾛｰﾏﾃﾘｱﾙ
大阪市都島区高倉町1-10-
12-306

単価契約

（年間見込額）
1,333,000

大阪府産汚物等取締条例第2条2項に規定する胎盤の取扱について
は特殊な業務である。当該契約の相手方は、産汚物等取扱営業許可
を有し、過去から確実に履行してきた実績を有することから、信頼性も
高く適切に履行できると判断したため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号）

企画運営課 ＲＩ廃棄物の処分 平成30年7月20日 （公社）日本ｱｲｿﾄｰﾌﾟ協会 東京都文京区本駒込2-28-45

単価契約

（年間見込額）
620,740

ＲＩ（ラジオアイソトープ）という特殊なものの処分であり、他に処分でき
る業者がないだけではなく、その信頼性は高いため。
（地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号）

企画運営課 臨床研修病院説明会参加費 平成30年4月1日 （株）ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ﾌﾟﾘﾝｼﾌﾟﾙ社
東京都千代田区内幸町1-3-2
内幸町東急ビル

1,027,296

当団体は国内最大規模の病院説明会を開催し、同等の集客力を持つ
業者は他になく、その信頼性は高いため。
（地方公営企業法第21条の14第1項第2号）


