
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 

 

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、今後、感染の急拡大があった場合に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を増強し、次の条件を確保するこ

ととした。 

（１） 消防局における救急体制に頼ることなく、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） 現在確保している患者搬送体制における搬送車の台数を拡大し、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

可欠なものであるが、本市入札参加資格を有し、かつ本市消防局の患者等搬送事業者

の認定を受けている事業者は２者存在するものの、うち１者については上記条件を履

行できないとのことであった。 

よって、上記相手方のみが履行可能であることから、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 

   健康局 保健所 感染症対策課 （電話：06-6647-1011） 

 



随意契約理由書 

  

１ 契約名称   

令和４年度大阪市新型コロナウイルス感染症陽性等患者搬送等業務委託（令和４年

７月から令和４年９月実施分） 

 

２ 契約の相手方 

   株式会社新日本ツーリスト 

 

３ 随意契約理由 

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）に基づき、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたこ

とにより、同第３条が準用する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）第 21 条で、市長は新型コロナウイルス感染症の患者

を当該入院に係る病院又は診療所に移送することができるとされ、患者数の急激な増

加を受けて軽症者等患者の適切な搬送体制の確保のため本市直営から業務の委託化を

行っている。 

本業務は、法制度の変更などがない限り当面継続して対応する必要があったため、

国の動向を見極めながら、感染状況を注視しつつ、搬送の必要台数など業務委託内容

の規模等について検討してきた。感染者数は若干の減少傾向にあるものの、今後の感

染動向が不明であることも踏まえ、６月に入ってから具体的な対応方針が決定され、

その方針に基づき体制を整備することとした。その時点から準備期間を確保したうえ

で競争入札を実施すると、令和４年７月１日からの搬送等業務を継続実施することが

困難となり、市民の生命・身体に大きな影響を及ぼす恐れがある。 

途切れることなく業務を継続させるため、複数の業者で比較見積した結果、上記業

者が一番安価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 （電話番号 06-6647-1011） 



随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

令和４年度新型コロナ感染症にかかる感染性産業廃棄物収集運搬業務委託（単価契約） 

【その２】 

 

２ 契約の相手方 

大阪廃棄物処理株式会社 

 

３ 随意契約理由 

現在、新型コロナウイルス感染症の行政検査の検査場を市内に４か所、ワクチン集団

接種会場を市内に４か所設置しており、また、保健衛生検査所では、主に大阪公立大学

医学部附属病院の敷地内に設置している検査場で採取した検体の検査を行っている。 

新型コロナウイルス感染症の行政検査やワクチン接種を行う際に使用した感染予防

のための防護具（N95マスクやガウン、手袋等）やワクチン接種用品(使用済の注射針

や注射筒、綿花等)については、感染性廃棄物として適切に処理する必要があり、各会

場ならびに施設にて発生した感染性廃棄物は、排出時の感染防止のため、専用の廃棄

物格納容器で格納後、収集運搬・処分を適切に行わなければならない。 

業者選定にあたって、委託事業者の決定は競争入札によることが望ましいが、市民の

ワクチンの接種状況や追加接種の動向等により集団接種会場数の確定や見込算出量は

直近にならないと算出できない状況であった。７月の集団接種会場数が令和４年６月

17日に確定し、感染性廃棄物の予定数量ならびに排出事業所等の仕様の業務内容を明

確にすることが可能になったが、その時点から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７月 1日からの感染性廃棄物の適切な処理ができなくなり、市民の生

命・身体に大きな影響を及ぼす恐れがある。 

令和４年７月１日からの感染性廃棄物を適切に処理するために、大阪市の入札参加資

格の特別管理産業廃棄物（収集・運搬）の種目登録があり、感染性廃棄物の処理の認可

が下りている８者に見積依頼を行ったところ見積書の提出があったのは上記業者のみ

であったため、上記業者と契約締結する。 

 

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：06-6647-0739） 

 



随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

令和４年度新型コロナ感染症にかかる感染性産業廃棄物処分業務委託（単価契約） 

【その２】 

 

２ 契約の相手方 

株式会社共英メソナ 

 

３ 随意契約理由 

現在、新型コロナウイルス感染症の行政検査の検査場を市内に４か所、ワクチン集団

接種会場を市内に４か所設置しており、また、保健衛生検査所では、主に大阪公立大学

医学部附属病院の敷地内に設置している検査場で採取した検体の検査を行っている。 

新型コロナウイルス感染症の行政検査やワクチン接種を行う際に使用した感染予防

のための防護具（N95マスクやガウン、手袋等）やワクチン接種用品(使用済の注射針

や注射筒、綿花等)については、感染性廃棄物として適切に処理する必要があり、各会

場ならびに施設にて発生した感染性廃棄物は、排出時の感染防止のため、専用の廃棄

物格納容器で格納後、収集運搬・処分を適切に行わなければならない。 

業者選定にあたって、委託事業者の決定は競争入札によることが望ましいが、市民の

ワクチンの接種状況や追加接種の動向等により集団接種会場数の確定や見込算出量は

直近にならないと算出できない状況であった。７月の集団接種会場数が令和４年６月

17日に確定し、感染性廃棄物の予定数量ならびに排出事業所等の仕様の業務内容を明

確にすることが可能になったが、その時点から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７月 1日からの感染性廃棄物の適切な処理ができなくなり、市民の生

命・身体に大きな影響を及ぼす恐れがある。 

令和４年７月１日からの感染性廃棄物を適切に処理するために、大阪市の入札参加資

格の特別管理産業廃棄物（処分）の種目登録があり、感染性廃棄物の処理の認可が下り

ている７者に見積依頼を行ったところ見積書の提出があったのは上記業者のみであっ

たため、上記業者と契約締結する。 

 

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：06-6647-0739） 

 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

高齢者施設等従事者へのＰＣＲ検査等業務委託（単価契約）（その２） 

 

２ 契約相手方 

  合同会社 Setolabo 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、高齢者施設等における集団感染による医療提供体制への負荷の増大を防ぐ

観点から、高齢者施設等の従事者に対して、感染状況により定期的なＰＣＲ検査を実施す

ることにより、施設等への持ち込みを防止することを目的として行っているものである。 

新型コロナウイルスによる第６波は、国内でのオミクロン株の感染判明を受け令和４

年１月より爆発的に広がり、高齢者施設等でのクラスターも第５波を上回っている。新規

感染者数は２月中旬をピークとし、徐々に減少傾向にある。高齢者施設等におけるクラス

ターの施設数及び陽性者数についても、２月～３月をピークに減少に転じているが、クラ

スター全体において高齢者施設等が占める割合が約４割となっている。 

国の基本的対処方針等において、「感染が拡大している又は高止まりしている地域に

おいて、高齢者施設等でクラスターが多発する場合には、地域の実情に応じ、職員に

対する検査の頻回実施を行うこと」とされており、大阪市においては、65 歳以上の３

回目ワクチンの接種が 83％を超え、４回目ワクチン接種についても５月下旬より順次行

われているが、福祉局において高齢者施設等でのクラスター対策などの感染対策を緩め

ることなく引続き実施する方針が示され、7 月１日以降も検査を継続することが６月に決

定された。 

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

ては検査容器の確保、配送、回収及び検査申込施設との調整等が必要であり、これらの

準備期間を確保した上で令和４年７月１日から履行を開始するには、入札を実施する時

間がなく、限られた時間の中で引き続き検査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と認め

られるため、入札による次期業者決定までの必要最低限の期間である令和４年９月３０

日まで上記相手方と随意契約を行う。 

 

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 新型コロナウイルス感染症グループ 

   （電話番号 06-6647-0769） 



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２） 

 

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、

市内に設置した PCR 検査場で採取した検体等の自検査施設への搬送、PCR検査、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宿泊療養業務等派遣（概算契約・その２） 

 

 

２ 契約相手方 

   株式会社メディカル・コンシェルジュ 

 

 

３ 随意契約理由書 

  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、令和 4 年 2 月頃のいわゆる第 6 波に比べると

減少傾向にはあるものの、今後の国内外の移動や飲食に関する制限の緩和

等によっては、感染が急拡大する恐れがあることから、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：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電話相談等従事者派遣（概算契約・その２） 

 

 

２ 契約相手方 

   株式会社メディカル・コンシェルジュ 

 

 

３ 随意契約理由書 

  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、令和 4 年 2 月頃のいわゆる第 6 波に比べると

減少傾向にはあるものの、今後の国内外の移動や飲食に関する制限の緩和

等によっては、感染が急拡大する恐れがあることから、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：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２） 

 

 

２ 契約相手方 

   株式会社メディカル・コンシェルジュ 

 

 

３ 随意契約理由書 

  本契約は、新型コロナウイルス感染者の発生届おいて、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、令和 4 年 2 月頃のいわゆる第 6 波に比べると

減少傾向にはあるものの、今後の国内外の移動や飲食に関する制限の緩和

等によっては、感染が急拡大する恐れがあることから、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：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２） 

 

 

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、令和 4 年 2 月頃のいわゆる第 6 波に比べると

減少傾向にはあるものの、今後の国内外の移動や飲食に関する制限の緩和

等によっては、感染が急拡大する恐れがあることから、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：06-6647-0739） 


