
健康局発注の業務委託契約案件における随意契約の結果について（特名随意契約分）

No. 案　件　名　称 委託種目 契約の相手方
契約金額（円）

（税込）
契約日 根拠法令

随意契約理由
（随意契約理由番号）

ＷＴＯ

2
新型コロナウイルス感染症対策用ドライブス
ルー型検体採取会場設営撤去委託（継続
その２）

13 その他代
行

ＴＳＰ太陽株式会社 6,649,588 R3.10.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
別紙のとおり -

4
新型コロナウイルス感染症PCR検査場従事
者派遣(概算契約 その５)

13 その他代
行

株式会社スーパー
ナース

12,580,513 R3.10.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第５号
別紙のとおり -

6
新型コロナウイルス感染症PCR検査場従事
者派遣(概算契約 その６)

13 その他代
行

株式会社パソナ 27,891,052 R3.10.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第５号
別紙のとおり -

7
高齢者施設等従事者へのＰＣＲ検査等業務
委託その３（単価契約）

13 その他代
行

合同会社Setolabo
単価契約3,182

円
R3.10.1

地方自治法施行令
第167条の２第１項第５号

別紙のとおり -

8
新型コロナウイルス感染症にかかる自宅療
養者等への配食等サービス業務委託（その
３）（単価契約）

13 その他代
行

生活協同組合おおさ
かパルコープ

単価契約15,327
円外

R3.10.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
別紙のとおり -

9
令和３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３年10月
から令和３年12月実施分）

13 その他代
行

株式会社新日本ツーリ
スト

25,273,872 R3.10.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第５号
別紙のとおり -

11
令和３年度大阪市感染症患者搬送等業務委
託（令和３年10月から令和３年12月実施分）

13 その他代
行

株式会社アンビュラン
ス

32,010,000 R3.10.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第５号
別紙のとおり -

12
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６）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

11,935,000 R3.10.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
別紙のとおり -

13
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７）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

39,257,625 R3.10.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
別紙のとおり -

14
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５）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

11,822,470 R3.10.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
別紙のとおり -

15
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１０)

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

86,513,663 R3.10.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
別紙のとおり -

16
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６）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

68,057,000 R3.10.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
別紙のとおり -

１０月

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf#
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf#


健康局発注の業務委託契約案件における随意契約の結果について（特名随意契約分）

No. 案　件　名　称 委託種目 契約の相手方
契約金額（円）

（税込）
契約日 根拠法令

随意契約理由
（随意契約理由番号）

ＷＴＯ

17
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６)

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

193,808,491 R3.10.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
別紙のとおり -

18
新型コロナウイルスＰＣＲ検査業務委託（単価
契約）(その３)

13 その他代
行

一般財団法人阪大微
生物病研究会

単価契約9,900
円

R3.10.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第６号
別紙のとおり -

19
新型コロナウイルスＰＣＲ検査業務委託（単価
契約）(その３)

13 その他代
行

株式会社ビー・エム・エ
ル

単価契約9,900
円

R3.10.1
地方自治法施行令

第167条の２第１項第５号
別紙のとおり -

21
各区新型コロナウイルスワクチン接種予約対
応窓口における来庁者対応等にかかる労働
者派遣（概算契約）

13 その他代
行

株式会社パソナ 32,505,825 R3.10.20
地方自治法施行令

第167条の２第１項第２号
別紙のとおり -

１０月

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf#
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf#


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策用ドライブスルー型検体採取会場設営撤去委託（継続 

その２） 

 

２ 契約の相手方 

 ＴＳＰ太陽株式会社 

 

３ 随意契約理由 

本件は、令和２年 12月 15日から翌令和３年３月 31日までの間、健契第 2000223号に

て地方自治法施行令第 167 条の２第１項第５号に該当するものとして随意契約を締結し

た案件及び令和３年４月１日から同年９月 30日までの間、健契第 2100150号にて地方自

治法施行令第 167条の２第１項第２号に該当するものとして随意契約を締結した案件で、

新型コロナウイルス感染症対策用ドライブスルー型検体採取会場の設営撤去委託を行っ

た継続設置案件である。 

新型コロナウイルス感染症については、今なお世界的に蔓延しており、わが国において

も全国で感染が継続的に発生し、ワクチン接種は進んでいるものの集団免疫を得る状況

ではないことから、今後予断を許さない状況である。本市においても同様の状況にあり、

日々多数の検体採取と検査を行っている。今後、引続き最悪の状態を想定し、十分な検査

体制を備える必要がある。しかし、競争入札等により新事業者による再設置を行うとなっ

た場合、旧事業者による撤去及び新事業者による再設置に少なくとも２週間程度検査場

の閉場を伴うことから、当該検査場を継続的に開場するためにも本件での継続設置が必

要である。 

以上のことから、ＴＳＰ太陽株式会社と随意契約を締結する。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令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 検査場従事者派遣（概算契約 その５） 

 

２ 契約相手方 

  株式会社スーパーナース  

 

３ 随意契約理由 

 本件は、新型コロナウイルス感染症に関する PCR 検査場（以下「検査

場」という。）における受検者の受付・誘導・検体採取・検体の回収及びそれ

に付随する事務を行うことを目的として、令和２年 8 月より大阪府が上記相

手方と随意契約を締結し運営していたものを、令和３年度より大阪府から業

務を移管されることとなり、本市においても上記相手方と随意契約を締結

し、継続して運営してきたものである。 

 令和 3 年 7 月から９月にかけ全国的に新型コロナウイルス感染者の第５波

が到来し、本市におけるＰＣＲ検査対象者数も増大した。これに対し各検査

場での受検者受け入れ枠の様々な手段を講じ拡充を行い対応してきた。 

今般、受検者数は再び減少傾向にあるものの、人流の増加や変異株の流行

等により感染者増加の第６波が懸念されるなど、新型コロナウイルス感染症

は依然収束する見込みはないことから、10月１日以降も現行の検査場による

検査体制を維持することが必要との判断がなされたが、その時点から競争入

札を実施すると 10月１日からの検査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。 

10月１日から検査を開始するためには、10月１日までに契約を締結する必

要があるが、派遣人数の確保等の準備期間を確保した上で比較見積を実施す

る時間がないことから、既に体制を確保しており、現行検査を円滑に実施し

ている現在の派遣業者以外の事業者では対応できないと判断し、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 

  新型コロナウイルス感染症 PCR 検査場従事者派遣（概算契約 その６） 

 

２ 契約相手方 

  株式会社 パソナ 

 

３ 随意契約理由 

 本件は、新型コロナウイルス感染症に関する PCR 検査場（以下「検査

場」という。）における受検者の受付・誘導・検体採取・検体の回収及びそれ

に付随する事務を行うことを目的として、令和２年 8 月より大阪府が上記相

手方と随意契約を締結し運営していたものを、令和３年度より大阪府から業

務を移管されることとなり、本市においても上記相手方と随意契約を締結

し、継続して運営してきたものである。 

 令和 3 年 7 月から９月にかけ全国的に新型コロナウイルス感染者の第５波

が到来し、本市におけるＰＣＲ検査対象者数も増大した。これに対し各検査

場での受検者受け入れ枠の様々な手段を講じ拡充を行い対応してきた。 

今般、受検者数は再び減少傾向にあるものの、人流の増加や変異株の流行

等により感染者増加の第６波が懸念されるなど、新型コロナウイルス感染症

は依然収束する見込みはないことから、10月１日以降も現行の検査場による

検査体制を維持することが必要との判断がなされたが、その時点から競争入

札を実施すると 10月１日からの検査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。 

10月１日から検査を開始するためには、10月１日までに契約を締結する必

要があるが、派遣人数の確保等の準備期間を確保した上で比較見積を実施す

る時間がないことから、既に体制を確保しており、現行検査を円滑に実施し

ている現在の派遣業者以外の事業者では対応できないと判断し、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 

高齢者施設等従事者へのＰＣＲ検査等業務委託その３（単価契約） 

 

２ 契約相手方 

  合同会社 Setolabo 

 

３ 随意契約理由 

第５波による新型コロナウイルスの感染者数は、減少傾向にあるものの予断を許さな

い状況が続いている。高齢者施設を対象とするワクチン接種は、７月末時点において８割

程度の高齢者が２回目接種を終えているが、ワクチン接種による効果を見極める必要が

あることや集中的検査の方針が継続されている状況にある。そのような中、令和３年９月

22 日、国から新型コロナワクチン追加接種（３回目接種）の体制確保についての通知が

なされたところである。 

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

しかし、依然新型コロナウイルス感染症が収束する見込みはなく、受検者数増減の推移

を正確に予測し、受検体制を中長期的に決定することが困難な状況であるが、現検査を

継続実施しなければ、市民の生命・身体に大きな影響を及ぼす恐れがある。 

令和３年10月１日から検査を開始するためには、令和３年10月１日までに契約を締結

する必要があるが、準備期間を確保した上で比較見積を実施する時間がないことから、

既に検査体制を確保しており、現行検査を円滑に実施している現在の委託事業者以外の

事業者では対応できないと判断し、上記事業者と特名随意契約を行う。 

 

４ 根拠法令 

  地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５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感染症にかかる自宅療養者等への配食等サービス業務委託（その

３）（単価契約） 

 

２ 契約の相手方 

  生活協同組合おおさかパルコープ 

 

３ 随意契約理由 

 本件は、新型コロナウイルス感染症患者のうち軽症者については、家庭内感染防止や症状

急変時の適時適切な対応が必要なことから宿泊療養を基本として、子育て等、家庭での特別

な事情があるときは自宅療養も差し支えないとしているが、その場合は、外出による感染拡

大の防止のため、買い物等の外出をせず自宅療養に専念できるよう、療養期間中の食料品等

の支援を行う必要があるため、令和３年９月末まで継続して業務委託により事業実施して

きたものである。 

これまで新型コロナウイルスの感染状況の先行きが読めず、事業の継続や実施期間を見

極める必要があるため３か月毎の契約としていたが、この間の感染状況からみて 12月末ま

でに新型コロナ対策が終わる見込みはなく、むしろ次の波に向けて対策を強化し、準備して

おく必要がある状況となっていることから、令和３年 10月～令和４年３月末まで引き続き

本事業を実施するものである。 

今般、事業継続にあたっては、入札による業者選定の実施を検討したが、①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サービスの件数も大幅に変動すること、②

新型コロナウイルス変異株の市中感染状況が不特定で今後の感染者数への影響が全く予測

できないこと、③高齢者層へは基より、若年層へのワクチン接種も速やかに行われるよう進

められており、進捗状況により陽性者数が急減する可能性があること、④法律等改正により

新型コロナウイルス感染症に関する取扱いについて変更される可能性があること、以上の

ことから先行きが読めず想定が困難で、事業の継続や実施期間、予定件数について直前まで

見極める必要があるため、入札による契約手続きをとることができない状況が継続してい

る。 

このような状況の中、①大阪府下広範囲にわたる戸別配送事業を行っており、大阪市内全

域への配送が可能であること、②食料品等の安定的かつ感染者数の急増に伴う在庫確保も

可能であること、③配送センターを所有しているため、パッケージ化から配送まで一括して

管理でき、業務の円滑な実施を確保できる業者であること、以上から、当該事業を実施でき

るのは上記事業者しかないため、当該事業者と随意契約を締結する。 

なお、厚生労働省による事務連絡においても、「本配食サービスに係る配食事業者等との

契約に関しては、都道府県等は、当該配食事業者等との間で、随意契約を締結することとし

て差し支えない」とされている。 

 

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（新型コロナ感染症対策グループ） 



  

随意契約理由書 

  

 

１ 契約名称   

令和３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３年

10月から令和３年 12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、第２波、第３波による患者数の急激な増加を

受けて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た。また、令

和３年１月７日付の閣議で政令の期限が令和４年１月 31日までの延長が決定、さらに感染

症法が令和３年２月３日付で改正され、新型コロナ感染症については期限の定めなく必要

な措置を講じることができるようになった。そのため、継続した円滑な業務の実施を確保

する観点からこれまでの間、軽症者等患者にかかる搬送体制を一括して本市が求める発注

仕様にて業務を履行できる「株式会社新日本ツーリスト」と契約を締結してきた。 

令和３年７月からの事業運営にあたっては、引き続き業務遂行ができる「株式会社新日

本ツーリスト」と随意契約を行ったが、令和３年７月下旬より新規感染者が急激に増え緊

急事態宣言が本市でも発令された（第５波）。今回の第５波は第４波に比べて主に軽症者が

多く、入院する場合も搬送車両の乗車について介助等必要がない感染患者が多い傾向であ

るため令和３年９月より車両の追加（軽症者用）を行ったところである。 

そのような中、大阪府は重症化防止の抗体カクテル療法の利用拡大を進めており、抗体

カクテル療法は「短期入院型医療機関（医療機関入院）」、「医療型宿泊療養施設（宿泊ホテ

ル）」、「外来抗体カクテル療法（外来受診）」があり各保健所で適用患者を選定している。

その中の「短期入院型医療機関（医療機関入院）」の病院への搬送は、適用患者が主に独歩

可能なため乗車の介助等の必要がない軽症者用車両にて行っている。また「短期入院型医

療機関（医療機関入院）」は大阪市内では大阪市立十三市民病院を皮切りに、その他でも抗

体カクテル療法が行える病院が増えてきていることや、日々の対応可能数も増えているた

め今後も搬送回数の増加が想定される。 

令和３年９月初旬頃より新規感染者が減少傾向であるが、抗体カクテル療法については

新規陽性患者が減少したとしても重症化防止の治療であるため、抗体カクテル療法の日々

の対応可能数の搬送が引き続き発生することが見込まれる。また第５波で急激に増えた入

院待機中の患者がいまだ多数おり、緊急事態宣言解除後のリバウンドが懸念されることや

新たにワクチン接種者の行動緩和も検討されていることもあり、新規感染者数の減少傾向



が今後も継続すると想定することが困難な状況である。加えて令和３年８月２日から大阪

府が契約した車両を大阪市も使用してきたところであるが、令和３年９月 30日を以って大

阪市が使用できる期間が終了するため、搬送車両の確保が必須となる。 

引き続き搬送車両を確保するためには、令和３年10月１日までに契約を締結する必要が

あるが、入札を実施する時間がないことから、既に体制を確保しており、現行業務を円滑

に実施している現在の委託事業者以外の事業者では対応できないと判断し、上記事業者と

特名随意契約を行う。 

 

 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 契約名称 

令和３年度大阪市感染症患者搬送等業務委託（令和３年 10月から令和３年 12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の患者（以下「患者」という。）を当該入院に係る病院又

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）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、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。 

新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は減少傾向にあるが、令和３年８月２日

から実施され令和３年９月 12 日までとなっていた緊急事態宣言が令和３年９月 30 日

まで期間を延長することが、令和３年９月９日に国より発表がなされたところである。 

令和３年 10月１日以降は緊急事態宣言が解除される予定ではあるものの、今後の新

規感染者数の動向によっては、引き続き緊急事態宣言の期間を延長され、本市として

も事業を継続する必要がある。 

業者選定にあたっては、委託事業者の決定は競争入札によることが望ましいが、今

後の新規感染者数を見込むことが困難であることや国などの対応が常に変化している

ため、事業の方針が決定してからでは競争入札による契約手続きをとることができな

い。継続した事業実施が行えなくなることは市民生活に支障をきたし、市民の生命、

身体に大きな影響を及ぼす恐れがある。 

令和３年 10 月１日から搬送業務を開始するためには、令和３年 10 月１日までに契

約を締結する必要があるが、準備期間を確保した上で比較見積を実施する時間がない

ことから、既に搬送体制を確保しており、現行業務を円滑に実施している現在の委託

事業者以外の事業者では対応できないと判断し、上記事業者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 06-6647-1011） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

新型コロナウイルス感染症 PCR検査連絡調整等従事者派遣（概算契約・

その６） 

 

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。 

新型コロナウイルス感染症については、現在減少傾向にあるが依然収束

する見込みがなく、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７） 

 

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。 

新型コロナウイルス感染症については、依然収束する見込みがなく、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５） 

 

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。新型コロ

ナウイルス感染症については、減少傾向にあるものの依然収束する見込み

がなく、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電話相談等従事者派遣（概算契約・その１０） 

 

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。 

新型コロナウイルス感染症については、減少傾向にあるものの依然収束

する見込みがなく、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６） 

 

 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。 

新型コロナウイルス感染症については、減少傾向にあるものの依然収束

する見込みがなく、感染が急拡大する恐れがあることから、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、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

る事業者は上記相手方のみである。 

以上のことから、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６) 

 

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。 

新型コロナウイルス感染症については、減少傾向にあるものの依然収束

する見込みがなく、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 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、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、一般社団法人阪大微

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。  

現在の契約は９月末日が履行期限となっているが、10 月１日以降も引き続

き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３） 

 

２ 契約の相手方 

株式会社ビー・エム・エル 

 

３ 随意契約理由 

令和２年１２月以後、新型コロナウイルスの新規感染者が全国的に増加傾向となり、

本市でも PCR検査実施件数が急増したことに伴い、当時本市の同検査を一手に担ってい

た大阪健康安全基盤研究所の能力を上回る状況となった。 

このため、新たな検査機関の確保が必要となったことから、大阪府の濃厚接触者フォ

ローアップセンター（通称：CCFC）事業（現 TAC事業）における検査機関である株式

会社ビー・エム・エルと契約締結したものであるが、現在の契約については９月末日を

もって契約期限となる。 

本市の各検査場における検体採取申込み数については、令和３年度８月以降、申込数

が増加しており、大阪府市においても緊急事態宣言が発令中のため、今後の陽性者数の

急増及び新型コロナウイルス感染症のまん延については依然として予断を許さない状況

にあることから、令和３年 10月以降も検査体制を継続する方針が決定された。 

本来、本業務にかかる検査機関の決定は、競争入札により行うことが望ましいが、本

市が求める規模の検査体制、搬送体制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、令和３年 10 月１日からの本業務の実施が困難となり、PCR 検査を継続実施す

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。 

以上のことから、検査、搬送等体制を確保する契約履行中の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 

  各区新型コロナウイルスワクチン接種予約対応窓口における来庁者対応等にかか

る労働者派遣（概算契約） 

 

２ 契約相手方 

  株式会社パソナ 

 

３ 随意契約理由 

本市では、各区新型コロナウイルスワクチン接種に関する次の業務を行っている。 

①新型コロナウイルスワクチン接種予約対応窓口における接種予約の補助や予約

代行、接種会場への案内等 

②新型コロナウイルスワクチン接種に関する電話対応 

③区接種会場における来場者の案内・誘導や予診票記入補助、次回予約受付等 

当該派遣契約については、本年９月 30 日までの契約期間であるが、新型コロナウ

イルス感染症については依然収束する見込みがなく、各区役所においてはワクチン接

種に関する市民からの問い合わせ等が続いており、本業務に従事する人員が必要とな

っている。 

ついては、上記業務を行う従事者を継続して派遣しなければ、ワクチン接種にかか

る迅速な対応が行えず、ひいては市民の生命・健康等に大きな影響を及ぼすおそれが

ある。 

このため、契約相手方の決定にあたっては、本来、競争入札を実施の上、決定すべ

きところであるが、人材の確保や知識習得に必要となる準備期間を必要とせず、切れ

目なく即座に対応可能な事業者は、唯一、当該業者のみであるため、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２号 

 

５ 担当部署 

  大阪市保健所感染症対策課（電話番号 06-6208－9796） 


