
随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

新型コロナウイルスワクチン接種（乳幼児等）対応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・検討が最も正確かつ迅速にできる事業者である。 

（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事業者である。 

（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最も速

やかにかつ正確に対応が行える事業者である。 

（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、本件業務は独自の技術により設計・制作したシステムで、設計・製作し

た会社以外では技術面の対応が不可能であり、責任の所在が不明確になり、履行後の動作保

証ができないため、本件業務を行うことができる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 

健康局保健所感染症対策課感染症グループ（電話番号 06-6647-0954） 







随意契約理由書 

１ 案件名称 

  令和４年度（12～３月）新型コロナウイルス感染症にかかる自宅療養者等への配食サー

ビス業務委託（その 13）（単価契約） 

 

２ 契約の相手方 

  株式会社近鉄百貨店 

 

３ 随意契約理由 

 本業務については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的として、感染症患者のう

ち自宅療養している有症状の方等に対し、買い物等の外出をせずに自宅療養に専念できる

よう、療養期間中の食料品等の支援を実施するものである。新型コロナウイルス感染症患者

は依然として継続的に発生しており、変異株により再び急拡大も懸念されるため、引き続き

対策を講じていく必要がある。 

本業務の契約にあたっては、次のとおり先行きが読めず、想定が困難であり、事業の継続

や実施期間についての見極めが必要である。 

① 新型コロナウイルスの市中感染状況は流動的であるため、今後の感染者数の変動が予 

測できないこと。 

② ワクチン接種の進捗状況により陽性者数が急減する可能性があること。 

③ 新型コロナウイルス感染症陽性者数の急激な増減に伴い配食等サービスの件数も  

大幅に変動すること。 

④ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）

等の改正により事業を見直す可能性があること。 

配食サービスについては、第６波の状況を踏まえ、令和４年７月に新規陽性者が１日１万

人発生した場合においても自宅療養者全員に食料品等を提供できる体制を整備したところ

である。 

一方で、新型コロナへの対応が大きく変化しており、国は令和４年９月７日には有症状者

の療養期間が 10 日から７日に短縮するとともに、同月 26 日には発生届の対象者が４類型

（65 歳以上の方、入院を要する方、重症化リスクがある方、妊婦の方）に限定され、その

他の方は、健康フォロアップセンターに登録する手法により全数届出が見直された。 

このような変化はあったが、引き続き、配食サービスの提供は必要との認識も示されてい

ることから、第７波の状況を踏まえて、食料品の品目が数量等を見直し、引き続き、１日あ

たり、少なくとも 2,500 件の食料品の調達、梱包及び配送が可能な複数の事業候補者を募集

するものである。 

本件については、各応募者の提案に基づき、栄養バランスや健康への配慮等の食料品の内

容、食料品の調達及び梱包、配送計画、類似業務の実績等を審査し、仕様を満たす全ての事

業者を契約相手方に選定するものであるため、その性質及び目的が競争入札に適さない。 

以上から、上記契約の相手方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 

大阪市保健所感染症対策課（06-6485-7430） 



随意契約理由書 

１ 案件名称 

  令和４年度（12～３月）新型コロナウイルス感染症にかかる自宅療養者等への配食サー

ビス業務委託（その 14）（単価契約） 

 

２ 契約の相手方 

  佐川グローバルロジスティクス株式会社 

 

３ 随意契約理由 

 本業務については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的として、感染症患者のう

ち自宅療養している有症状の方等に対し、買い物等の外出をせずに自宅療養に専念できる

よう、療養期間中の食料品等の支援を実施するものである。新型コロナウイルス感染症患者

は依然として継続的に発生しており、変異株により再び急拡大も懸念されるため、引き続き

対策を講じていく必要がある。 

本業務の契約にあたっては、次のとおり先行きが読めず、想定が困難であり、事業の継続

や実施期間についての見極めが必要である。 

① 新型コロナウイルスの市中感染状況は流動的であるため、今後の感染者数の変動が予 

測できないこと。 

② ワクチン接種の進捗状況により陽性者数が急減する可能性があること。 

③ 新型コロナウイルス感染症陽性者数の急激な増減に伴い配食等サービスの件数も  

大幅に変動すること。 

④ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）

等の改正により事業を見直す可能性があること。 

配食サービスについては、第６波の状況を踏まえ、令和４年７月に新規陽性者が１日１万

人発生した場合においても自宅療養者全員に食料品等を提供できる体制を整備したところ

である。 

一方で、新型コロナへの対応が大きく変化しており、国は令和４年９月７日には有症状者

の療養期間が 10 日から７日に短縮するとともに、同月 26 日には発生届の対象者が４類型

（65 歳以上の方、入院を要する方、重症化リスクがある方、妊婦の方）に限定され、その

他の方は、健康フォロアップセンターに登録する手法により全数届出が見直された。 

このような変化はあったが、引き続き、配食サービスの提供は必要との認識も示されてい

ることから、第７波の状況を踏まえて、食料品の品目が数量等を見直し、引き続き、１日あ

たり、少なくとも 2,500 件の食料品の調達、梱包及び配送が可能な複数の事業候補者を募集

するものである。 

本件については、各応募者の提案に基づき、栄養バランスや健康への配慮等の食料品の内

容、食料品の調達及び梱包、配送計画、類似業務の実績等を審査し、仕様を満たす全ての事

業者を契約相手方に選定するものであるため、その性質及び目的が競争入札に適さない。 

以上から、上記契約の相手方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 

大阪市保健所感染症対策課（06-6485-7430） 



随意契約理由書 

１ 案件名称 

  令和４年度（12～３月）新型コロナウイルス感染症にかかる自宅療養者等への配食サー

ビス業務委託（その 15）（単価契約） 

 

２ 契約の相手方 

  株式会社そごう・西武 

 

３ 随意契約理由 

 本業務については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的として、感染症患者のう

ち自宅療養している有症状の方等に対し、買い物等の外出をせずに自宅療養に専念できる

よう、療養期間中の食料品等の支援を実施するものである。新型コロナウイルス感染症患者

は依然として継続的に発生しており、変異株により再び急拡大も懸念されるため、引き続き

対策を講じていく必要がある。 

本業務の契約にあたっては、次のとおり先行きが読めず、想定が困難であり、事業の継続

や実施期間についての見極めが必要である。 

① 新型コロナウイルスの市中感染状況は流動的であるため、今後の感染者数の変動が予 

測できないこと。 

② ワクチン接種の進捗状況により陽性者数が急減する可能性があること。 

③ 新型コロナウイルス感染症陽性者数の急激な増減に伴い配食等サービスの件数も  

大幅に変動すること。 

④ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）

等の改正により事業を見直す可能性があること。 

配食サービスについては、第６波の状況を踏まえ、令和４年７月に新規陽性者が１日１万

人発生した場合においても自宅療養者全員に食料品等を提供できる体制を整備したところ

である。 

一方で、新型コロナへの対応が大きく変化しており、国は令和４年９月７日には有症状者

の療養期間が 10 日から７日に短縮するとともに、同月 26 日には発生届の対象者が４類型

（65 歳以上の方、入院を要する方、重症化リスクがある方、妊婦の方）に限定され、その

他の方は、健康フォロアップセンターに登録する手法により全数届出が見直された。 

このような変化はあったが、引き続き、配食サービスの提供は必要との認識も示されてい

ることから、第７波の状況を踏まえて、食料品の品目が数量等を見直し、引き続き、１日あ

たり、少なくとも 2,500 件の食料品の調達、梱包及び配送が可能な複数の事業候補者を募集

するものである。 

本件については、各応募者の提案に基づき、栄養バランスや健康への配慮等の食料品の内

容、食料品の調達及び梱包、配送計画、類似業務の実績等を審査し、仕様を満たす全ての事

業者を契約相手方に選定するものであるため、その性質及び目的が競争入札に適さない。 

以上から、上記契約の相手方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 

大阪市保健所感染症対策課（06-6485-7430） 



随意契約理由書 

１ 案件名称 

  令和４年度（12～３月）新型コロナウイルス感染症にかかる自宅療養者等への配食サー

ビス業務委託（その 16）（単価契約） 

 

２ 契約の相手方 

  株式会社大丸松坂屋百貨店 

 

３ 随意契約理由 

 本業務については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的として、感染症患者のう

ち自宅療養している有症状の方等に対し、買い物等の外出をせずに自宅療養に専念できる

よう、療養期間中の食料品等の支援を実施するものである。新型コロナウイルス感染症患者

は依然として継続的に発生しており、変異株により再び急拡大も懸念されるため、引き続き

対策を講じていく必要がある。 

本業務の契約にあたっては、次のとおり先行きが読めず、想定が困難であり、事業の継続

や実施期間についての見極めが必要である。 

① 新型コロナウイルスの市中感染状況は流動的であるため、今後の感染者数の変動が予 

測できないこと。 

② ワクチン接種の進捗状況により陽性者数が急減する可能性があること。 

③ 新型コロナウイルス感染症陽性者数の急激な増減に伴い配食等サービスの件数も  

大幅に変動すること。 

④ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）

等の改正により事業を見直す可能性があること。 

配食サービスについては、第６波の状況を踏まえ、令和４年７月に新規陽性者が１日１万

人発生した場合においても自宅療養者全員に食料品等を提供できる体制を整備したところ

である。 

一方で、新型コロナへの対応が大きく変化しており、国は令和４年９月７日には有症状者

の療養期間が 10 日から７日に短縮するとともに、同月 26 日には発生届の対象者が４類型

（65 歳以上の方、入院を要する方、重症化リスクがある方、妊婦の方）に限定され、その

他の方は、健康フォロアップセンターに登録する手法により全数届出が見直された。 

このような変化はあったが、引き続き、配食サービスの提供は必要との認識も示されてい

ることから、第７波の状況を踏まえて、食料品の品目が数量等を見直し、引き続き、１日あ

たり、少なくとも 2,500 件の食料品の調達、梱包及び配送が可能な複数の事業候補者を募集

するものである。 

本件については、各応募者の提案に基づき、栄養バランスや健康への配慮等の食料品の内

容、食料品の調達及び梱包、配送計画、類似業務の実績等を審査し、仕様を満たす全ての事

業者を契約相手方に選定するものであるため、その性質及び目的が競争入札に適さない。 

以上から、上記契約の相手方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 

大阪市保健所感染症対策課（06-6485-7430） 











随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

   令和４年度 新型コロナウイルス感染症 一般相談センター（一般相談

ダイヤル及び高齢者専用ダイヤル）コールセンター業務委託（概算契

約） 

 

２ 契約相手方 

   株式会社かんでんＣＳフォーラム 

 

３ 随意契約理由 

  本市においては、新型コロナウイルスに関する電話相談について、当初

保健所を中心に対応してきたが、第６波において新規感染者が急激に増加

したことをうけ、１日あたりの新規感染者が 10,000人発生した場合に対応

できる体制整備の一環として、一般相談コールセンターを設置し４月 25日

から運用を開始したところである。 

一般コールセンターへの相談は、新型コロナウイルスに関する一般的な

内容から、新規感染者が入力するハーシスに関する質問、症状に関する具

体的な相談、濃厚接触またはそれが疑われる事例の相談、外出自粛期間終

了後の療養証明の発行に関することなど多岐にわたっており、様々な内容

に対応している。 

第７波においては、相談件数が大幅に増加し、電話がつながりにくい状況

が発生したことから、確実に電話相談を受け付けることができる体制を臨時

で整備し、安定的な相談体制を確保した。 

11 月１日以降の新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数は、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。 

昨今の新規陽性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、新規陽性者が増加することなど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を早急に設置する必要がある。 

  このコールセンターの設置にあたっては、第７波以上の新規陽性者の発

生に対応できるよう、全体で 220回線を設置すること、電話受付の場所を



事業者において設置することなどの条件があり、かつ、可及的速やかに契

約のうえ 12月１日までに設置する必要がある。 

契約相手方の決定は競争入札により行うべきであるが、従事者、履行場

所の確保等準備期間を確保した上で競争入札を実施すると、本業務の実施

に時間を要し、急激な感染拡大が生じた場合、市民からの新型コロナウイ

ルス感染症に関する相談に対し、速やかに対応することができず、市民の

生命・身体に大きな影響を及ぼす恐れがある。 

安定して業務を継続させるため、複数の業者で比較見積を行った結果、

上記業者が最も安価であったことから、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５号 

 

５ 担当部署 

   大阪市保健所感染症対策課（電話番号 06-6647-0739） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和４年度休日等における発熱外来運営業務委託（概算契約）（その１） 

 

２ 契約の相手方 

一般社団法人 大阪府病院協会 

 

３ 随意契約理由 

新型コロナウイルスの第７波については、過去の状況を大幅に上回る感染拡大であったことを踏まえ、今

冬における第８波の到来への懸念や季節性インフルエンザとの同時流行に対応するため、令和４年 10 月

25 日、大阪府より府下市町村に対し、11 月中旬からの運営開始を目途として休日及び年末年始における

発熱外来体制を整備するよう、新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「特措法」という。）第 24条第９

項に基づく要請がなされた。 

この要請においては、市区町村ごとに 1施設以上を設置することとされており、本市における発熱外来体

制についても、すでに大阪府の診療・検査医療機関として休日等の診療を実施している医療機関に加え、

全 24区内に 1か所以上の設置を進める必要が生じている。 

この休日及び年末年始における発熱外来の設置にあたっては、設置を予定している期間すべてにおい

て、医師、看護師を配置など運営に要する人員及び発熱外来に必要な資機材を配置する必要があるととも

に、発熱外来の受診者と、それ以外の患者等の動線を確保する必要が生じることなどから、これらの条件に

対応可能な一定規模以上の医療機関を選定する必要がある。 

この選定にあたり、本市が直接、大阪市内に所在するすべての医療機関に対して、発熱外来の設置に

関する意向の確認等を行う場合、それらの手続きや調整に相当な時間を要するため、大阪府からの要請で

ある 11 月中旬からの設置に間に合わせることができず、大幅に遅延することとなり、市民の生命・身体に大

きな影響を及ぼす恐れがある。 

一般社団法人 大阪府病院協会は、大阪府下の医療機関のうち、入院病床を有する病院が多く加入す

る法人であり、医師、看護師などの体制、病院の規模等を網羅的に把握している団体である。同法人を通

じて医療機関の選定及び運用を行うことにより、発熱外来の開設にあたっての調整を適切かつ迅速に行う

ことができ、また、不測の事態の発生などにより、開設した医療機関を変更する必要が生じた場合も、柔軟

に対応することが可能である。 

発熱外来の設置までの期間が非常に短く、特措法に基づく要請であることも考慮し、緊急性を要すること

から、適切かつ迅速に多くの医療機関と調整し、発熱外来体制を整えることができ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５号 

 

５ 担当部署 

大阪市保健所感染症対策課 （電話番号 06-6647-0769） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和４年度休日等における発熱外来運営業務委託（概算契約）（その２） 

 

２ 契約の相手方 

地方独立行政法人 大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター 

 

３ 随意契約理由 

新型コロナウイルスの第７波については、過去の状況を大幅に上回る感染拡大であったことを踏まえ、今

冬における第８波の到来への懸念や季節性インフルエンザとの同時流行に対応するため、令和４年 10 月

25 日、大阪府より府下市町村に対し、11 月中旬からの運営開始を目途として休日及び年末年始における

発熱外来体制を整備するよう、新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「特措法」という。）第 24条第９

項に基づく要請がなされた。 

この要請においては、市区町村ごとに 1施設以上発熱外来を設置することとされており、本市においても

すでに自主的に実施している医療機関に加え、全 24 区内に 1 か所以上の設置を進める必要が生じてい

る。 

発熱外来の設置にあたっては、設置を予定している期間すべてにおいて、医師や看護師をはじめとする

人員及び発熱外来に必要な資機材を配置する必要があるとともに、発熱外来の受診者と、それ以外の患

者等の動線を確保する必要が生じることなどから、対応可能な一定規模以上の医療機関を選定する必要

がある。本市においてこれらの要件を満たし、新型コロナウイルス感染症患者の受け入れ実績があり、速や

かに受け入れ態勢を整備することが可能であるとともに公的病院の役割を果たす必要があることから、本市

が設置する地方独立行政法人が運営する公立病院に発熱外来を設置することとした。 

地方独立行政法人 大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センターは、大阪市が設置する地方行政

独立法人が運営する病院であり、上記の要件を満たす相手方であることから、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 06-6647-0769） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和４年度休日等における発熱外来運営業務委託（概算契約）（その３） 

 

２ 契約の相手方 

地方独立行政法人 大阪市民病院機構 十三市民病院 

 

３ 随意契約理由 

新型コロナウイルスの第７波については、過去の状況を大幅に上回る感染拡大であったことを踏まえ、今

冬における第８波の到来への懸念や季節性インフルエンザとの同時流行に対応するため、令和４年 10 月

25 日、大阪府より府下市町村に対し、11 月中旬からの運営開始を目途として休日及び年末年始における

発熱外来体制を整備するよう、新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「特措法」という。）第 24条第９

項に基づく要請がなされた。 

この要請においては、市区町村ごとに 1施設以上発熱外来を設置することとされており、本市においても

すでに自主的に実施している医療機関に加え、全 24 区内に 1 か所以上の設置を進める必要が生じてい

る。 

発熱外来の設置にあたっては、設置を予定している期間すべてにおいて、医師や看護師をはじめとする

人員及び発熱外来に必要な資機材を配置する必要があるとともに、発熱外来の受診者と、それ以外の患

者等の動線を確保する必要が生じることなどから、対応可能な一定規模以上の医療機関を選定する必要

がある。本市においてこれらの要件を満たし、新型コロナウイルス感染症患者の受け入れ実績があり、速や

かに受け入れ態勢を整備することが可能であるとともに公的病院の役割を果たす必要があることから、本市

が設置する地方独立行政法人が運営する公立病院に発熱外来を設置することとした。 

地方独立行政法人 大阪市民病院機構 十三市民病院は、大阪市が設置する地方行政独立法人が運

営する病院であり、上記の要件を満たす相手方であることから、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 06-6647-0769） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和４年度休日等における発熱外来運営業務委託（概算契約）（その４） 

 

２ 契約の相手方 

公立大学法人大阪 大阪公立大学医学部付属病院 

 

３ 随意契約理由 

新型コロナウイルスの第７波については、過去の状況を大幅に上回る感染拡大であったことを踏まえ、今

冬における第８波の到来への懸念や季節性インフルエンザとの同時流行に対応するため、令和４年 10 月

25 日、大阪府より府下市町村に対し、11 月中旬からの運営開始を目途として休日及び年末年始における

発熱外来体制を整備するよう、新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「特措法」という。）第 24条第９

項に基づく要請がなされた。 

この要請においては、市区町村ごとに 1施設以上発熱外来を設置することとされており、本市においても

すでに自主的に実施している医療機関に加え、全 24 区内に 1 か所以上の設置を進める必要が生じてい

る。 

発熱外来の設置にあたっては、設置を予定している期間すべてにおいて、医師や看護師をはじめとする

人員及び発熱外来に必要な資機材を配置する必要があるとともに、発熱外来の受診者と、それ以外の患

者等の動線を確保する必要が生じることなどから、対応可能な一定規模以上の医療機関を選定する必要

がある。本市においてはこれらの要件を満たし、新型コロナウイルス感染症患者の受け入れ実績があり、速

やかに受け入れ態勢を整備することが可能であるとともに公的病院の役割を果たす必要があることから、本

市が設置する地方独立行政法人が運営する公立病院に発熱外来を設置することとした。 

公立大学法人大阪 大阪公立大学医学部付属病院は、大阪市が設置する地方行政独立法人に属する

病院であり、上記の要件を満たす相手方であることから、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 06-6647-0769） 



別紙 
 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和４年度 HER-SYS（新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援シス 

テム）データ入力業務委託（その３） 

 

２ 契約相手方 

  株式会社ＮＴＴマーケティングアクト ProCX 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、厚生労働省が提供する HER-SYS（新型コロナウイルス感染者等情

報把握・管理支援システム）(以下「ハーシス」という。) に、医療機関等か

らファクシミリ等により提出される発生届（新型コロナウイルス感染症に関す

る新規感染者の情報）の情報の入力と取り込みを行い、入力または取り込もう

とする内容に誤りがないかなどを確認し、必要に応じて情報の修正等を行うも

のである。 

ハーシスに新規感染者の情報が入力された後、保健所各部署に迅速に伝達さ

れることにより、高リスク者への入院フォローアップ、入院・転院・宿泊療養

の連絡調整、配食サービスの手配や各区保健福祉センターによる自宅療養者の

健康観察などの感染者への対応を行うことが可能となるため、本業務は感染者

の生命を守ること及び感染拡大を防止することにつながる非常に重要なもの

となっている。 

令和４年９月 26 日からいわゆる「全数届出の見直し」が開始され、その内

容を踏まえ、次の波に備えた１万人体制の継続が 10月７日に判断がなされた。

また、この間、国において全数届出の見直しに伴う入力項目の変更や日次報告

の追加などのハーシスのシステム更新がその規模や回数が不明確なまま進め

られており、10月 28日に４類型の入力が必須化された機能がリリースされた

ところで、本市として一つの区切りと判断したところである。 

本業務の次期業者の決定については、競争入札により行うことを想定してい

たが、相次ぐハーシスのシステム更新後、人材やパソコン等の備品調達等準備

期間を確保した上で競争入札を実施すると、令和４年 12 月１日からの本業務

の実施が困難となる。また、感染状況については、日々、増加の傾向にあり、

今後、インフルエンザとの同時流行が懸念され、本市実施体制の逼迫も危惧さ

れる中、ハーシスのデータ入力が滞った場合、市民の生命・身体に大きな影響

を及ぼす恐れがあることから、早急に実施継続が可能な体制を構築する必要が

ある。 

以上のことから、準備期間が不要である契約履行中の上記相手方と契約する

ことにより、途切れることなく業務を継続することができるため、上記相手方

と随意契約を締結する。 

 

４ 根拠法令 

  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 

 



５ 担当部署 

  大阪市保健所感染症対策課（電話番号 06-6647-0812） 


