
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。 

これらの業務に影響を与える感染状況は、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、移動や飲食に関する制限の緩和

等により、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検査連絡調整等従事者派遣（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 検査の受検を希望する市

民との連絡調整の対応を行うため、大阪市保健所に人員を派遣するもので

ある。 

業務内容は、看護師が市民等から新型コロナウイルスへの不安や自らの

症状等についての相談を受け、PCR 検査の受検にかかる連絡調整を行うも

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していくことが必要であり、本

業務においては陽性者の早期発見・早期治療と感染拡大防止のため、PCR

検査の受検調整を速やかに行う体制を確保するうえで、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医療相談等従事者派遣（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 

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、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、多くの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、かつ本市が求める人数の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：06-6647-0739） 



 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和４年度 ＢＣＧ接種委託医療機関向け研修会業務委託 

 

２ 契約の相手方 

一般社団法人 大阪府医師会  

 

３ 随意契約理由 

結核予防接種事業は、予防接種法及び関係法令等に基づき、乳幼児の結核の発病予

防及び重症化予防のために、結核菌に対する抵抗力（免疫）をつけることを目的とし

ている。予防接種の実施にあたっては、市町村長の要請に応じて予防接種の実施に関

し協力する旨を承諾した医師により行うことが同法施行令により規定されていると

ころである。 

また、結核予防接種は他の予防接種と比べ、接種技術が特殊である上、接種後の対

応等についても留意する点が多くあり、安全で確実な実施が必要不可欠であることか

ら、結核予防接種を委託するにあたり、医療機関の医師や看護師に対し、接種技術や

留意事項を正しく習得させるための研修会を業務委託により実施するものである 

一般社団法人大阪府医師会（以下「大阪府医師会」という。）は、医道の高揚、医

学・医術の発展普及と公衆衛生の向上を図り、以って社会福祉の増進に寄与すること

を目的として設立された団体である。また、極めて専門性の高い職種である医師の職

能団体であり、約 17,000 人の会員が加盟していることから、これまで予防接種やが

ん検診事業等様々な事業を受託し適正に実施しており、信頼性が高く、大阪府下で各

医療機関の医師を会員とする団体はほかに存在していない。 

本業務の実施に必要となる高い医学的知識とノウハウを備え、迅速且つ正確な周知

案内や受講条件の確認、研修後のサポートを円滑に実施できる団体は、大阪府下にお

いては大阪府医師会以外に存在しないため、大阪府医師会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結核グループ（電話番号 06‐6647‐0943） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  新型コロナウイルス感染症対応業務（搬送等調整チーム（入院・搬送等デ

ータ入力 外１件））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 

  本件は、新型コロナウイルス感染者の入院調整、搬送等にかかる情報をエ

クセルや新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム（HER-SYS）

等への入力を遅滞なく期限内に行う必要があるため、人材派遣により人員確

保している。 

  令和４年４月からの新型コロナウイルス感染症対策にかかる体制について

は、令和４年１月から２月にかけてのいわゆる第６波における新規感染者数

に対応できる人員を確保し、体制強化・整備にあたるため、事後審査型制限

付一般競争入札において落札した上記相手方と７月 31日まで契約を締結

し、業務を運営してきた。 

８月１日以降の契約については、５月のゴールデンウィーク以後の感染者

の減少傾向を踏まえた新規感染者数に対応できる体制を確保することとし

て、６月２日に方針決定され、事後審査型制限付一般競争入札にて手続きを

行っていたが、６月 24日以降に新規感染者が漸増となり、今後も急激な感染

拡大の不安が生じていることから、８月１日以降も再度第６波における新規

感染者数に対応できる人員を確保する方針が６月 30日に決定された。 

契約相手方の決定は競争入札により行うべきであるが、派遣人数の確保等

の準備期間を確保した上で令和４年８月１日までに契約を締結するには、入

札を実施する期間がなく、限られた時間の中で引き続き派遣人員を確保する

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

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 06-6647-1011） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  新型コロナウイルス感染症対応業務（疫学調査チーム（集団調査補助業務

等））にかかる労働者派遣（概算契約）（その２） 

 

２ 契約相手方 

  株式会社フルキャスト 

 

３ 随意契約理由 

  本件は、新型コロナウイルス感染症のクラスター（集団感染）対策とし

て、施設等を対象に疫学調査を行っているが、迅速に調査結果の整理等をす

るために、人材派遣により人員確保している。 

  令和４年４月からの新型コロナウイルス感染症対策にかかる体制について

は、令和４年１月から２月にかけてのいわゆる第６波における新規感染者数

に対応できる人員を確保し、体制強化・整備にあたるため、事後審査型制限

付一般競争入札において落札した上記相手方と７月 31日まで契約を締結

し、業務を運営してきた。 

８月１日以降の契約については、５月のゴールデンウィーク以後の感染者

の減少傾向を踏まえた新規感染者数に対応できる体制を確保することとし

て、６月２日に方針決定され、事後審査型制限付一般競争入札にて手続きを

行っていたが、６月 24日以降に新規感染者が漸増となり、今後も急激な感

染拡大の不安が生じていることから、８月１日以降も再度第６波における新

規感染者数に対応できる人員を確保する方針が６月 30日に決定された。 

契約相手方の決定は競争入札により行うべきであるが、派遣人数の確保等

の準備期間を確保した上で令和４年８月１日までに契約を締結するには、入

札を実施する期間がなく、限られた時間の中で引き続き派遣人員を確保する

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 06-6647-3033） 



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保健所業務（疫学調査チーム（疫学調査補助

業務等））にかかる労働者派遣（概算契約）（その２） 

 

２ 契約相手方 

  キャリアリンク株式会社 

 

３ 随意契約理由 

  本件は、新型コロナウイルスの陽性者に対して看護師等が陽性者本人より

聞き取りした事項を、疫学調査票に入力のうえ、必要な書類の作成等を行っ

ており、人材派遣により人員確保している。 

  令和４年４月からの新型コロナウイルス感染症対策にかかる体制について

は、令和４年１月から２月にかけてのいわゆる第６波における新規感染者数

に対応できる人員を確保し、体制強化・整備にあたるため、事後審査型制限

付一般競争入札において落札した上記相手方と７月 31日まで契約を締結

し、業務を運営してきた。 

８月１日以降の契約については、５月のゴールデンウィーク以後の感染者

の減少傾向を踏まえた新規感染者数に対応できる体制を確保することとし

て、６月２日に方針決定され、事後審査型制限付一般競争入札にて手続きを

行っていたが、６月 24日以降に新規感染者が漸増となり、今後も急激な感

染拡大の不安が生じていることから、８月１日以降も再度第６波における新

規感染者数に対応できる人員を確保する方針が６月 30日に決定された。 

契約相手方の決定は競争入札により行うべきであるが、派遣人数の確保等

の準備期間を確保した上で令和４年８月１日までに契約を締結するには、入

札を実施する期間がなく、限られた時間の中で引き続き派遣人員を確保する

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 06-6647-3033） 



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 随意契約理由書 

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（以下「重症者等」という。）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が急拡大し、自宅療養者等からの救急要請が増加した場合、

病院等の搬送先の確保が困難になり消防局救急車での滞在が長時間になることで、一般

救急に悪影響をもたらすこととなる。 

このような状況から、大阪府では、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場所として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。）を設置することとしており、今般の感染状況を鑑み、待機ステーショ

ンを令和４年７月 29日までに設置することを令和４年７月 13日に決定した。 

本市においては、待機ステーションへの入所の判断を担うこととなる。また、入院先の

調整も担うため、患者の状況など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。 

本市が担う入所判断等を適切に行うためには、患者の状況報告などを本市保健所に正

確に伝達できることが必須であることから、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。 

本業務に従事する看護師を確保するにあたり、契約相手方の決定は競争入札により行

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７月 29日か

ら待機ステーションを運営することができず、市民の生命・身体に大きな影響を及ぼす恐

れがある。 

待機ステーションの運営開始に間に合わせるため、派遣員の確保にかかる準備期間の

短縮を踏まえ、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 

   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（高齢者陽性者

専用ダイヤル及び一般相談ダイヤル）コールセンター業務委託（概算契

約） 

 

２ 契約相手方 

   （株）かんでんＣＳフォーラム 

 

３ 随意契約理由書 

  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、様々な内容に対応してい

る。 

現在まで順調に運用してきたところであるが、本年６月下旬からの新規

感染者の増加に伴い一般相談センターへの相談件数が増加傾向にある。ま

た、１日あたりの新規感染者数は 7,000人を超え今後も増加する見込みで

あり、当初想定の 10,000人／日を超えることが想定される。 

感染者の急激な増加に伴い７月 19日以降の受電率が悪化しており、電話

がつながりにくい状況となっていることから、確実に電話相談を受け付け

ることができる体制を至急整備する必要がある。 

また、新規陽性者の急増に伴い、保健所（疫学調査チーム）から新規陽

性者に対して行う健康観察（いわゆるファーストタッチ）について、電話

による連絡を行う対象者を重症化リスクが高い陽性者に重点的に実施する

必要が生じるため、この重点的な対応を行う期間において、65歳以上の高

齢者を対象とした高齢陽性者専用ダイヤルを設置し、陽性者からの相談に

確実に対応する必要がある。 

これらの実施にあたっては、現在設置している一般相談センターのみで

は対応が困難なこと、新規陽性者が急増する期間に限定した対応であるこ



とから、８月１日から９月末までの間、臨時の一般相談コールセンターを

設置し対応する。 

  このコールセンターの設置にあたっては、高齢陽性者専用ダイヤルへの

対応として一定数の看護師を確保すること、全体で 150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、７月末までに設置する必要がある。 

これらの条件を満たす事業者を複数社確認したところ、上記の条件を確

保できる事業者が上記事業者しか存在しなかったため、地方自治法施行令

第 167条の２第 1項第５号の規定に基づき、上記事業者と随意契約を締結

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５号 

 

 

５ 担当部署 

   健康局 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にかかる自宅療養者等へのパルスオキシメーター配送等業

務委託（概算契約） 

 

２ 契約の相手方 

日本通運株式会社 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、新型コロナウイルス感染症にかかる自宅療養者等自らが健康状態や症状の

変化を迅速かつ客観的に把握することを支援するため、自宅療養者等のうち、パルスオ

キシメーターの貸与を希望する者に対し、パルスオキシメーターの配送、回収及び管理

等を行うものである。 

現在、パルスオキシメーターの配送にあたっては、大阪市保健所において受付を行い、

職員等が梱包し郵送による発送業務を行っている。しかし、現在の方法では従事する職

員等の確保に苦慮するとともに、大量の物品の購入及び在庫管理等が必要となることか

ら、安定した業務運営に対する課題が多く存在するため、令和４年８月１日以降につい

ては、委託により業務を行うこととした。 

８月１日以降の契約については、５月のゴールデンウィーク以後の感染者の減少傾向

を踏まえた新規感染者数に対応できる体制を確保することとして、６月２日に方針決定

され、事後審査型制限付一般競争入札にて手続きを進めていた。しかし、６月 24日以

降に新規感染者が漸増となり、急激な感染拡大が生じていることから、８月１日以降も

再度第６波発生時と同等の人員を確保する方針が６月 30日に決定され、仕様書の内容

を見直す必要が生じた。 

業者選定にあたって、委託業者の決定は競争入札によることが望ましいが、６月 30

日に方針決定がなされ、仕様書の見直しを余儀なくされるなか、準備期間を確保した上

で改めて競争入札を実施した場合、令和４年８月１日からの配送等業務の継続実施が困

難となり、ひいては市民の生命・身体に大きな影響を及ぼす恐れがある。 

以上のことから、途切れることなく業務を継続させるため、大阪市の入札参加資格の

「03運搬請負」「03梱包・発送」「04その他梱包・発送」の種目登録がある複数の業者

で見積り比較した結果、最も安価であった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 06-6485-7304） 

 



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２） 

 

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、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（新規感

染者の情報）を、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。)に入力する業務

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

の対応を行うことになりハーシスへ新規感染者の情報を早急に入力すること

が、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

要な業務となっている。 

現行契約の履行期間終了が迫る中、国からはオミクロン株の特性を踏まえ、

保健医療提供体制のひっ迫防止等を目的とした発生届の大幅な様式変更の通

知（令和４年６月 30 日）があり、本市としてもこれに向け事前に情報収集を

し、検討してきた業務の効率化を本格的に進めることとした。 

また、本市の新規陽性者数は５月初旬に一時的に増加し、その後減少傾向と

なっていたものの、６月 20 日の週は前週から増加傾向に転じている。これま

で感染の主流となっていたオミクロン株ＢＡ.１、ＢＡ.２に比べ、より感染力

が強い新たな系統ＢＡ.５への置き換わりが進み、６月 27 日の週は前週に比

べ約２倍となり、明らかに感染拡大の傾向を示しており、今後ピークを迎える

ことが予想される。 

こうした中、５月のゴールデンウィーク以後の感染者の減少傾向を踏まえた

新規感染者数に対応できる体制となっていた保健所の体制を再度第６波にお

ける新規感染者数に対応できる体制にシフトすることが令和４年６月 30 日に

局において判断され、本件の業務量とその仕様が確定したところである。 

業者選定にあたって、委託業者の決定は競争入札によることが望ましいが、

今後の委託業務の方向性が決定されたのが令和４年６月 30 日であったため、

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８月１

日からの業務実施が困難となり、市民の生命、身体に重大な影響を及ぼすおそ

れがある。 

また、事業者が交代する場合、パソコン等設備の入れ替えや再設置を行う必 

要性が生じ、一時的ではあるが業務を中断することになり保健所業務のひっ



迫を招く事態となることから、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） 


