
随意契約理由書 

 

１ 契約名称 

令和４年度大阪市感染症患者搬送等業務委託（令和４年 12月から令和５年３月実施

分） 

 

２ 契約の相手方 

株式会社アンビュランス 

 

３ 随意契約理由 

  新型コロナウイルス感染症患者（以下、患者）を当該入院にかかる病院又は診療所

に移送する場合は、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令（令

和２年１月 28 日政令第 11 号）等の関係法令に基づき、保健所管轄のもと民間救急車

等へ業務委託を行っており、患者の容態が重く（以下、重症者等）業務委託車両では

対応できない場合や保健所搬送体制が不足した場合などは大阪市消防局へ搬送協力を

依頼している。 

しかしながら、令和４年１月から２月にかけてのいわゆる第６波などの感染の急拡

大期においては、当局が確保していた患者搬送体制に不足が生じ、また、入院先の決

定に時間を要したことも重なり、消防局の救急車が搬送の現場等で長期間待機せざる

を得ない状況が発生するなど、消防局における救急体制に大きな影響を与えた。 

そうしたことから、令和４年７月１日以降、可能な限り十分な対応を取ることがで

きるよう、当局が確保する患者搬送体制として、次の条件を確保することとした。 

（１） 365日 24時間の搬送を行うことができる患者搬送体制を確保すること。 

（２） 搬送車の総数を９台とし、確実に搬送できる体制を確保すること。 

（３）感染者等から 119 番があった場合に、消防局における救急体制から、当局の患

者搬送体制への引継ぎを確実に行うことができるようにすること。 

これらの条件は、本市における新型コロナウイルス感染症への対応にあたり必要不

可欠なものである。 

業者選定にあたっては、一般競争入札によることが望ましいが、本市入札参加資格

を有する者のうち、過去５年間に大阪府内の自治体において本契約と同様の患者搬送

等業務委託の履行実績を有し、かつ、上記条件を履行できる事業者は上記相手方のみ

であることから、株式会社アンビュランス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 06-6647-1011） 

 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

新型コロナウイルス PCR検査業務委託（単価契約）（その３） 

 

２ 契約の相手方 

一般財団法人 阪大微生物病研究会 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、新型コロナウイルス感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の迅

速な提供・公開により、有効かつ的確な予防・診断・治療に係る対策を図り、感染症の

発生及びまん延を防止することを目的とした、感染症法に基づく「感染症発生動向調査

事業」の一環として実施する新型コロナウイルス核酸検出検査（PCR検査）業務であり、

PCR検査及び検査結果の本市への報告を行うものである。 

一方、大阪府では変異株の流行を早期に探知するため、一般財団法人阪大微生物病研

究会（以下「阪大微研」という。）に委託し、大阪府下の政令市、中核市が実施した PCR

検査で陽性となった検体を変異株スクリーニング検査につなげる体制を構築しており、

本市に対しても協力が呼びかけられている。 

感染の急拡大の恐れがある変異株の動向を把握するため、大阪府からの協力依頼に応

じ、本市が実施する PCR検査で陽性判定となった検体を速やかに大阪府が委託する阪大

微研に提供する必要がある。ついては、本市における PCR検査業務を阪大微研に委託す

ることにより、大阪府への検体提供期間の短縮に加え、提供費用の削減等、業務の円滑

な実施を確保するうえで有利と認められるため、上記相手方と随意契約を締結する。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167条の２第１項第６号 

 

５ 担当部署 

大阪市保健所感染症対策課 （電話：06-6647-0769） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

   新型コロナウイルス感染症電話相談等従事者派遣（概算契約・その３） 

 

２ 契約相手方 

   株式会社メディカル・コンシェルジュ 

 

３ 随意契約理由 

  本契約は、新型コロナウイルス感染症にかかる市民等からの電話相談に

対応するため保健所に人員を派遣するものである。 

  業務内容は、保健所において設置した「新型コロナ受診相談センター」

において看護師が市民等からの体調不良など医療的な相談について 24時間

体制で対応するものである。新型コロナウイルス感染症にかかる業務につ

いては、これまでの状況も踏まえながら適切に対応する必要があり、本業

務においては、相談の内容も多岐に渡るため必要に応じて相談センターに

派遣される医師とも連携を図り対応を行うなど、市民の相談に的確に対応

するためには大変重要かつ専門的なものである。 

そのため、派遣する者については、新型コロナウイルス感染症に特化し

た知識・経験が必要であり、かつ、これまでの新型コロナウイルス感染症

の感染状況や特質について十分理解したうえで行う必要がある。 

本市における感染状況は、第７波における新規感染者は減少傾向にはあ

るものの、９月７日には療養期間が短縮され軽症者の外出も可能となり、

陽性者の移動が増える恐れがあるほか、９月 26日からの国の全数把握の見

直しや 10月 11日からの水際対策の緩和等の実施により、国内外での人の

移動も増えることから、今後も感染が急拡大する恐れがある。そのため、

引き続き、現在実施している業務の質を確実に担保する必要がある。 

また、本業務において専門的対応に従事する看護師の確保が課題であ

り、特に本市のような大規模な都市において多数発生する陽性者への対応

については、多くの看護師を確保する必要がある。そのため、事前に、本

市の感染状況を理解し、市民サービスを低下させることなく陽性者への対

応を確実に行うことができ、かつ本市が求める人数の看護師の確保に対応

できる事業者は上記相手方のみである。 

以上のことから、株式会社メディカル・コンシェルジュと随意契約を締

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 06-6647-0739） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称  

  新型コロナウイルス感染症データ入力等業務派遣（概算契約・その３） 

 

２ 契約相手方 

   株式会社メディカル・コンシェルジュ 

 

３ 随意契約理由 

  本契約は、新型コロナウイルス感染者の発生届において、HER-SYS（以下

「システム」という。）入力等の対応を行うため、保健所に人員を派遣する

ものである。 

  業務内容は、看護師により医療機関より提出のあった発生届をシステム

へ入力する際のチェック及び修正作業を行うほか、必要に応じて市民や医

療機関との連絡調整を行うものである。新型コロナウイルス感染症にかか

る業務ついては、これまでの陽性者の状況も踏まえながら適切に対応する

必要があり、本業務においては、発生届に記載されている医療用語の判読

などシステムに入力するうえで医療分野の知識の活用が必要であり、大変

重要かつ専門的なものである。 

そのため、派遣する者については、新型コロナウイルス感染症に特化し

た知識・経験が必要であり、かつ、これまでの新型コロナウイルス感染症

の感染状況や特質について十分理解したうえで行う必要がある。 

本市における感染状況は、第７波における新規感染者は減少傾向にはあ

るものの、９月７日には療養期間が短縮され軽症者の外出も可能となり、

陽性者の移動が増える恐れがあるほか、９月 26日からの国の全数把握の見

直しや 10月 11日からの水際対策の緩和等の実施により、国内外での人の

移動も増えることから、今後も感染が急拡大する恐れがある。そのため、

引き続き、現在実施している業務の質を確実に担保する必要がある。 

また、本業務において専門的対応に従事する看護師の確保が課題であ

り、特に本市のような大規模な都市において多数発生する陽性者への対応

については、多くの看護師を確保する必要がある。そのため、事前に、本

市の感染状況を理解し、市民サービスを低下させることなく陽性者への対

応を確実に行うことができ、かつ本市が求める人数の看護師の確保に対応

できる事業者は上記相手方のみである。 

以上のことから、株式会社メディカル・コンシェルジュと随意契約を締

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 06-6647-0739） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称  

   新型コロナウイルス感染症宿泊療養業務等派遣（概算契約・その３） 

 

２ 契約相手方 

   株式会社メディカル・コンシェルジュ 

 

３ 随意契約理由 

  本契約は、新型コロナウイルス感染者等の宿泊療養にかかる入退所調整

や自宅療養者の宿泊調整に対応するため、保健所に人員を派遣するもので

ある。 

業務内容は、看護師において宿泊療養者の健康状態の確認や退所日の延

長判断を行うほか、自宅療養を行っている市民から症状相談などを受け、

宿泊療養等の調整を行うものである。新型コロナウイルス感染症にかかる

業務については、これまでの陽性者の状況も踏まえながら適切に対応をす

る必要があり、大変重要かつ専門的なものである 

そのため、派遣する者については、新型コロナウイルス感染症に特化し

た知識・経験が必要であり、かつ、これまでの新型コロナウイルス感染症

の感染状況や特質について十分理解したうえで行う必要がある。 

本市における感染状況は、第７波における新規感染者は減少傾向にはあ

るものの、９月７日には療養期間が短縮され軽症者の外出も可能となり、

陽性者の移動が増える恐れがあるほか、９月 26日からの国の全数把握の見

直しや 10月 11日からの水際対策の緩和等の実施により、国内外での人の

移動も増えることから、今後も感染が急拡大する恐れがあるそのため、引

き続き、現在実施している業務の質を確実に担保する必要がある。 

また、本業務において専門的対応に従事する看護師の確保が課題であ

り、特に本市のような大規模な都市において多数発生する陽性者への対応

については、多くの看護師を確保する必要がある。そのため、事前に、本

市の感染状況を理解し、市民サービスを低下させることなく陽性者への対

応を確実に行うことができ、かつ本市が求める人数の看護師の確保に対応

できる事業者は上記相手方のみである。 

以上のことから、株式会社メディカル・コンシェルジュと随意契約を締

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 06-6647-0739） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

   新型コロナウイルス感染症 PCR検査陽性者ヒアリング等従事者派遣 

（概算契約・その３） 

 

２ 契約相手方 

   株式会社メディカル・コンシェルジュ 

 

３ 随意契約理由 

 本契約は、新型コロナウイルスにおける PCR検査において陽性と判定され

た市民へのファーストタッチ等の対応を行うため、保健所に人員を派遣する

ものである。 

業務内容は、看護師が PCR検査において陽性判定となった市民とファー

ストタッチとして電話連絡をとり、入院療養の要否を判断するための基礎

疾患の状況や体調の聞き取り、感染症対策や濃厚接触者、療養期間中の注

意事項の説明（疫学調査）を行うほか、入院療養にかかる関係機関（医療

機関や搬送事業者等）との調整を行うものである。新型コロナウイルス感

染症は、急激な体調の悪化を招く恐れが高いため、これまでの陽性者の状

況も踏まえながら適切に対応する必要があり、大変重要かつ専門的なもの

である。 

そのため、派遣する者については、新型コロナウイルス感染症に特化し

た知識・経験が必要であり、かつ、これまでの新型コロナウイルス感染症

の感染状況や特質について十分理解したうえで行う必要がある。 

本市における感染状況は、第７波における新規感染者は減少傾向にはあ

るものの、９月７日には療養期間が短縮され軽症者の外出も可能となり、

陽性者の移動が増える恐れがあるほか、９月 26日からの国の全数把握の見

直しや 10月 11日からの水際対策の緩和等の実施により、国内外での人の

移動も増えることから、今後も感染が急拡大する恐れがある。そのため、

引き続き、現在実施している業務の質を確実に担保する必要がある。 

また、本業務において専門的対応に従事する看護師の確保が課題であ

り、特に本市のような大規模な都市において多数発生する陽性者への対応

については、多くの看護師を確保する必要がある。そのため、事前に、本

市の感染状況を理解し、市民サービスを低下させることなく陽性者への対

応を確実に行うことができ、かつ本市が求める人数の看護師の確保に対応

できる事業者は上記相手方のみである。 



以上のことから、株式会社メディカル・コンシェルジュと随意契約を締

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 06-6647-0739） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  新型コロナウイルス感染症保健所・区健康管理等対応派遣 

(概算契約・その３) 

 

２ 契約相手方 

   株式会社メディカル・コンシェルジュ 

 

３ 随意契約理由 

本契約は、新型コロナウイルス感染症に感染した新規陽性者の健康状況

の調査や重症化の兆候があった場合の対応を行うため、各区保健福祉セン

ターに人員を派遣するものである。 

業務内容は、看護師が自宅待機している陽性者と連絡をとり、陽性者が

個別に有する基礎疾患などの状況を把握し医療機関とも連携を図るなど、

それぞれの事情に応じた対応を行うものである。新型コロナウイルス感染

症は、急激な体調の悪化を招く恐れが高いため、これまでの陽性者の状況

も踏まえながら適切に対応する必要があり、大変重要かつ専門的なもので

ある。 

そのため、派遣する者については、新型コロナウイルス感染症に特化し

た知識、経験が必要であり、かつ、これまでの新型コロナウイルス感染症

の感染状況や特質について十分理解したうえで行う必要がある。 

本市における感染状況は、第７波における新規感染者は減少傾向にはあ

るものの、９月７日には療養期間が短縮され軽症者の外出も可能となり、

陽性者の移動が増える恐れがあるほか、９月 26日からの国の全数把握の見

直しや 10月 11日からの水際対策の緩和等の実施により、国内外での人の

移動も増えることから、今後も感染が急拡大する恐れがある。そのため、

引き続き、現在実施している業務の質を確実に担保する必要がある。 

また、本業務において専門的対応に従事する看護師の確保が課題であ

り、特に本市のような大規模な都市において多数発生する陽性者への対応

については、多くの看護師を確保する必要がある。そのため、事前に本市

の感染状況を理解し、市民サービスを低下させることなく陽性者への対応

を確実に行うことができ、かつ本市が求める人数の看護師の確保に対応で

きる事業者は上記相手方のみである。 

以上のことから、株式会社メディカル・コンシェルジュと随意契約を締

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 06-6647-0739） 



随意契約理由書 

 

 １ 案件名称 

   新型コロナウイルス感染症医療相談等従事者派遣（概算契約・その３） 

 

 ２ 契約相手方 

   株式会社メディカル・コンシェルジュ 

 

 ３ 随意契約理由 

本契約は、新型コロナウイルス感染症にかかる市民等からの電話相談に

対応するため保健所に人員を派遣するものである。 

  業務内容は、保健所において設置した「新型コロナ受診相談センター」

において医師が市民等からの体調不良など医療的な相談について 24時間体

制で対応するものである。新型コロナウイルス感染症にかかる業務につい

ては、これまでの状況も踏まえながら適切に対応する必要があり、本業務

においては、相談の内容も多岐に渡るため必要に応じて相談センターに派

遣される看護師とも連携を図り対応を行うなど、市民の相談に的確に対応

するためには大変重要かつ専門的なものである。 

そのため、派遣する者については、新型コロナウイルス感染症に特化し

た知識・経験が必要であり、かつ、これまでの新型コロナウイルス感染症

の感染状況や特質について十分理解したうえで行う必要がある。 

本市における感染状況は、第７波における新規感染者は減少傾向にはあ

るものの、９月７日には療養期間が短縮され軽症者の外出も可能となり、

陽性者の移動が増える恐れがあるほか、９月 26日からの国の全数把握の見

直しや 10月 11日からの水際対策の緩和等の実施により、国内外での人の

移動も増えることから、今後も感染が急拡大する恐れがある。そのため、

引き続き、現在実施している業務の質を確実に担保する必要がある。 

また、本業務において、専門的対応に従事する医師の確保が課題であ

り、特に本市のような大規模な都市において多数発生する陽性者への対応

については、関連する多くの業務に従事する看護師等と連携を図れる医師

を確保する必要がある。そのため、事前に、本市の感染状況を理解し、市

民サービスを低下させることなく陽性者への対応を確実に行うことがで

き、かつ本市が求める医師の確保に対応できる事業者は上記事業者のみで

ある。 

以上のことから、株式会社メディカル・コンシェルジュと随意契約を締

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 06-6647-0739） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

機器更新に伴う保健衛生システム移行確認業務委託 

 

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 

本市では、保健衛生業務の遂行において、ＩＣＴの徹底活用を進め、効果的・効率的

な行政運営を実現することを目指しており、ＩＣＴ資産や機能の最適配置と共通利用

を図りつつ、市民サービスを安定的に提供できるよう、健康診査事業、難病等医療費公

費負担、予防接種台帳等の管理等を行う保健管理システムと、環境・食品衛生、飼犬・

動物取扱業、薬事、医療施設等の管理等を行う衛生管理システム（以下「保健衛生シス

テム」という。）を構築し運用している。 

保健衛生システム用のサーバ及び端末については、令和５年３月 15日をもってリー

ス期限を迎えるため、機器を更新する必要がある。 

本業務は、新たに借り入れるサーバ及び端末等で、現在利用している保健衛生システ

ムが問題なく動作するよう、機器設定、データ移行、移行後の動作確認等の作業を委託

するものである。 

当該システムは、日本コンピューター株式会社が独自の技術により開発したシステ

ムであり、機器設定、データ移行、移行後の動作確認等について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が

できるのは、開発業者である日本コンピューター株式会社のみである。以上のことから、

特名により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 06-6647-0685） 

 

 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

新型コロナウイルス感染症第一入院患者待機ステーション（令和４年 12月 28日開所）

の保健所関連業務にかかる労働者派遣（概算契約） 

 

２ 契約相手方 

株式会社メディカル・コンシェルジュ 

 

３ 随意契約理由 

新型コロナウイルス感染症患者（以下「患者」という。）を当該入院にかかる病院又は

診療所に移送する場合は、保健所が委託する民間救急車等にて搬送しており、患者の容態

が重く業務委託車両では対応できない場合や保健所搬送体制が不足した場合などは本市

消防局へ搬送協力を依頼している状況である。 

新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大により、自宅療養者等からの救急搬送の

要請が増加すると、病院等の搬送先の確保が困難になる事態が生じた場合、搬送先の確保

ができるまでの間、消防局救急車における長時間の滞在を余儀なくされる事態が生じ、患

者の身体や生命の影響はもとより、その間の一般救急の運用についても悪影響をもたら

すこととなる。 

このような状況に対応するため、第７波の感染拡大時と同様に、大阪府において、消防

局救急車より患者を引継ぎ、一時的に待機して酸素投与等を行うことができる「入院患者

待機ステーション」（以下「待機ステーション」という。）の設置を令和４年 12月 14日に

決定し、同年同月 28日までに設置し稼働することとされた。 

本市においては、患者の状況に応じた待機ステーションへの入所の判断や入院先の調

整を担うため、待機ステーションと密に連絡、調整を行うことが必要である。 

また、入所判断等を適切に行うために、本市保健所に正確に状況を報告する必要がある。

これらの業務を遂行するにあたり、待機ステーション内に医療の専門的な知識を有する

看護師を配置することとする。 

本業務に従事する看護師を確保するにあたっては、契約相手方の決定を競争入札によ

り行うべきであるが、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 28

日からの待機ステーションの運営において必要な看護師を配置することができず、運営

ができなくなることから市民の生命・身体に大きな影響を及ぼす恐れがある。 

そのため、現在、本市と派遣契約を行っている複数の業者に見積依頼を行ったが、見積

書の提出があったのは上記業者のみであったことから、上記相手方と契約を締結する。 

 

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：06-6647-1011） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

衛生管理システム運用保守業務委託 

 

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 

保健医療対策課が所管する保健管理システムと衛生管理システムは、開発元である

日本コンピューター株式会社とそれぞれ運用保守契約を締結している。 

これらの運用保守について、運用の簡素化及び事務作業の軽減を図るため、次回の契

約更新の際には両システムの契約を一本にまとめることとしたが、保健管理システム

の契約期限は令和４年 12月 31日、衛生管理システムの契約期限は令和４年 10月 31日

となっていることから、契約期間を令和４年 11月１日から令和４年 12月 31日までと

した衛生管理システム運用保守業務委託契約を締結するものである。 

当該システムは、日本コンピューター株式会社が独自の技術により開発したシステ

ムであり、運用保守について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ができるのは、開発業者である日本コ

ンピューター株式会社のみである。以上のことから、特名により上記相手方と契約を締

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 

健康局保健所保健医療対策課（保健情報グループ）（電話番号 06-6647-0685） 

 

 



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 コールセンター

業務委託（概算契約）（その３） 

 

２ 契約相手方 

   株式会社 阪急交通社 

 

３ 随意契約理由書 

一般相談センターは、令和４年４月に開設して以降、市民からの新型コロナウイ

ルス感染症に関する一般的な相談のほか、健康状態を管理する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（HER-SYS（ハーシス））への入力に関する相

談、体調不良等発症後の症状に関する相談など、多岐にわたる相談を受け付けてき

た。当初の想定に比して数多くの電話が寄せられたことから、受電率が大きく低下

した第７波の感染拡大時以降に、夜間帯の相談にも対応できるよう 24 時間受付の

体制により対応してきた。 

令和４年 11 月下旬の時点において、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いる。さらに今冬は、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。これらのことから、11月

上旬には第７波を超える感染拡大を視野に入れた体制を整備するよう国や大阪府

より依頼があった。 

このような感染拡大に対応するため、本市においては、休日や年末年始において

発熱外来を設置するなど、これまで以上の対応を実施していることや、感染のピー

クが１月頃に来ることが想定されるため、休日等を問わず一般相談センターへの受

電数は増加すると考えており、コールセンター業務が逼迫することがないよう、令

和５年１月以降も十分な体制を確保したうえで、引き続き 24 時間体制で運用を継

続する必要が生じている。 

一方、国においては、今後の新型コロナウイルス感染症の感染症予防法における

取扱いについても検討されるなどの報道もあり、今後新たに国からの要請があった

場合に、速やかに対応することが求められる状況にある。 

本来、契約相手方の決定は競争入札により行うべきであるが、当該業務を実施す

るにあたっては、委託内容、委託範囲、委託期間等の調整が必要であるが、現在の

感染の拡大状況や国の今後の動向に不明確な部分がある中で、準備期間を確保した

上で令和５年１月から履行を開始するには、入札を実施する時間がない状況にある。

限られた時間の中で引き続き一般相談にかかる体制を確保するには、準備期間が不

要である契約履行中の同社と契約することが、業務の円滑な実施を確保するうえで

有利であると認められるため、上記相手方と随意契約を締結する。 

 

４ 根拠法令 

  地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６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） 

 


