
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

1
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９）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

21,755,800 R3.12.1
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 -

2
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７）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

10,242,771 R3.12.1
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 -

3
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１２)

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

70,275,808 R3.12.1
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検査連絡調
整等従事者派遣（概算契約・その８）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

7,368,900 R3.12.1
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 -

5
新型コロナウイルスワクチン集団接種会場に
おける追加接種等業務委託（城見ホール集
団接種会場ほか５会場）（概算契約）

13 その他代
行

公益社団法人　大阪府
看護協会

422,143,044 R3.12.10
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
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 36,700,950 R3.12.28
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 -

7
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７)

13 その他代
行

株式会社スーパーナース 12,356,569 R3.12.28
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PCR検査場従事
者派遣(概算契約 その８)

13 その他代
行

株式会社パソナ 36,417,353 R3.12.28
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 -

9
高齢者施設等従事者へのＰＣＲ検査等業務
委託その４（単価契約）

13 その他代
行

合同会社Setolabo
単価契約3,182

円外
R3.12.28

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 -

10
令和３年度大阪市感染症患者搬送等業務委
託（令和４年１月から令和４年３月実施分）

13 その他代
行

株式会社アンビュランス 32,010,000 R3.12.28
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１月か
ら令和４年３月実施分）

13 その他代
行

株式会社新日本ツーリ
スト

30,905,550 R3.12.28
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医療相談等従事
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

66,414,150 R3.12.28
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 -

１２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

13
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９）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

7,368,900 R3.12.28
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ＰＣＲ検査陽性者
ヒアリング等従事者派遣（概算契約・その１
０）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

26,499,000 R3.12.28
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宿泊療養業務等
派遣（概算契約・その8）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

10,242,771 R3.12.28
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ＰＣＲ検査業務委託（単価
契約）（その４）

13 その他代
行

株式会社ビー・エム・エ
ル

単価契約7,150
円

R3.12.28
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 -

17
新型コロナウイルスＰＣＲ検査業務委託（単価
契約）（その４）

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

R3.12.28
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 -

18
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７)

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

77,633,321 R3.12.28
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 -

19
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１3)

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

77,493,814 R3.12.28
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 -

１２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ＰＣＲ検査陽性者ヒアリング等従事者派遣

（概算契約・その９） 

 

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、日々感染者数は減少しているものの、

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宿泊療養業務等派遣（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１２） 

 

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 PCR検査連絡調整等従事者派遣（概算契約・

その８） 

 

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、日々の感染者については減少し

てい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ワクチン集団接種会場における追加接種等業務委託（城見ホール

集団接種会場ほか５会場）（概算契約） 

 

２ 契約相手方 

  公益社団法人 大阪府看護協会 

 

３ 随意契約理由 

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン（以下「新型コロナワクチン」という。）

については、国民への円滑な接種を実施するため、国の主導的役割、広域的視点、住民

に身近な視点から、必要な体制の確保に取り組んでいくこととされている。 

新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生を減少させるとともに、新型

コロナウイルス感染症のまん延の防止を図るためにも、ワクチン接種を早期完了し、市

民の不安を払拭し、一刻も早く安心、安全のくらしを取り戻すことが至急必要とされる

責務である。 

また新型コロナワクチンについては、高い発症予防効果等がある一方、感染予防効果

や、高齢者においては重症化予防効果についても、時間の経過に伴い徐々に低下してい

くことが示唆されているところである。そのため、初回接種を完了した市民に対して、

追加接種を進めて行く必要がある。 

以上のことから、引き続き、市民に対する新型コロナワクチン接種を促進するため、

新型コロナワクチン集団接種会場を設置することとなった。 

集団接種会場では、市民が安心して接種できるよう、看護師の確保と運営体制を早急

に構築する必要がある。 

  上記団体は、極めて専門性の高い職種である看護師の職能団体であり、約５万人の会

員が加盟しており、大阪府下で医療機関の看護師を会員とする団体はほかに存在してい

ない。新型コロナワクチン接種に関しての研修を積極的に実施しており、潜在看護師の

発掘も積極的に実施している。 

本事業の契約については、一刻も早くワクチン接種を強力に推進し市民の不安を払拭

する必要があり、令和４年１月17日に集団接種会場を開始する必要があるため、競争入

札による契約手続きによる時間はなく、また厚生労働省からの事務連絡においても、新

型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に関わる契約については、事業の趣旨・目

的に照らし、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、緊急の必要

により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結でき

る旨が示されている。 

随意契約の相手方として公益社団法人大阪府看護協会は、極めて準備期間が限られる

状況の中、接種技術を有する多くの看護師を確保し、本事業を安定かつ円滑に遂行し対応

できる唯一の団体であることから、同社と地方自治法施行令第167条の２第１項第５号の



規定に基づき特名による随意契約を行う。 

 

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06-6647-0813） 



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 

今後、ワクチンの追加接種（３回目接種）における接種券の発送による市民からの

問い合わせの増加や、新たに個別接種医療機関への空き状況の確認作業等が想定され、

それに対応する従事者の増員が必要となっている。 

ついては、上記業務を行う派遣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） 



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７） 

 

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。 

全国的に感染者の増減の波があり、また全世界的に跨り人流の交流がある

ことにより変異株の発生による感染者増大も見込まれ次の波も懸念されるな

ど、事態収束の目処が立たないことから、令和４年１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１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。 

１月１日から検査を開始するためには、１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８） 

 

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。 

 全国的に感染者の増減の波があり、また海外渡航による人の流れに伴い

変異株への感染者増大も見込まれ次の波も懸念されるなど、事態収束の目処

が立たないことから、令和４年１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１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。 

１月１日から検査を開始するためには、１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４（単価契約） 

 

２ 契約相手方 

  合同会社 Setolabo 

 

３ 随意契約理由 

高齢者へのワクチン接種が更に進み、新規の感染者数も減少傾向にあるものの、65 歳以

上の高齢者のワクチン接種済者における新規陽性者数が他の年代に比べ比較的高い状況で

ある。 

ワクチンの感染発症予防効果は時間とともに低下することが報告されており、特に高齢

者は効果が低下し、感染した場合の重症化リスクが上がることが想定されることから、ワク

チンの効果を高めるために令和３年 12月１日から３回目のワクチン接種を実施することが

令和３年 11 月 16 日、国において決定されたことを受け、高齢者施設等における感染対策

についても緩めることなく実施する必要があるため、令和３年 11月下旬に検査継続の方針

が決定された。 

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、検査継続

の方針を決定したのが令和３年 11月下旬であったため、その時点から競争入札を実施する

と令和４年１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。 

令和４年１月１日から検査を開始するためには、令和４年１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 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４年１月から令和４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。 

そのような状況の中、令和３年 11 月 25 日に開催された大阪府新型コロナウイルス

対策本部会議において、大阪府の今後の感染拡大防止の取り組みが発表され、大阪府

では新規感染者数の１日の最大値が 3,833 人（＊第５波大阪府最大値、令和３年９月

１日 3,004 人）を推計しており、これら感染者の対応ができるよう、今後の感染拡大

に備えた具体的な対策が発表されたことから、本市の搬送体制についても引き続き感

染拡大に備えて第５波時の車両体制を維持する必要が生じた。 

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４年１月１日から搬送業務を開始するためには、令和４年１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 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４年

１月から令和４年３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。 

令和３年 11 月 25 日に開催された大阪府新型コロナウイルス対策本部会議では、大阪府

の今後の感染拡大防止の取り組みが発表され、大阪府では新規感染者数の１日の最大値が

3,833 人（＊第５波大阪府最大値、令和３年９月１日 3,004 人）を推計しており、これら

感染者の対応ができるよう、今後の感染拡大に備えた具体的な対策が発表された。（今後の

感染拡大に備え目標とする確保病床数及び確保居室数の設定・初期治療の充実等による重

症化予防の推進・臨時医療施設等確保計画の策定など、また本市においても第５波を上回

る新規感染者数を想定し感染拡大時の保健所体制を計画している。）よって本市の搬送体制

についても引き続き感染拡大に備える必要がある。 

また南アフリカ等で確認された新たな変異株である B.1.1.529 系統（オミクロン株）に

対して、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より「B.1.1.529 系統（オミ

クロン株）の感染が確認された患者等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱い

について（令和３年 11月 30日付事務連絡）」により入退院等の取り扱いが示されたところ

であり、当面の間は症状の有無に関わらず原則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 19 条第１項に規定に基づく入院を行うこと

となった。B.1.1.529 系統（オミクロン株）は他の変異株に比べて再感染のリスクが高い

ことや従来株からの置き換わりが懸念されている。また国内で経過観察されているオミク

ロン株感染例については軽症もしくは無症状で経過している。（但し症例数が少なく海外の

報告を併せても現時点では重症度の評価は困難であるとされているため引き続き国内外の

動向を注視する必要がある。）よって症状の有無に関わらず B.1.1.529系統（オミクロン株）

での入院を要する陽性患者の増加も見込まれることからも軽症者用の搬送車両の拡充を行

う必要がある。 

引き続き搬送車両を確保するためには、令和４年１月１日までに契約を締結する必要が

あるが、入札等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 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、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 PCR検査連絡調整等従事者派遣（概算契約・

その９） 

 

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、日々の感染者については減少し

てい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ＰＣＲ検査陽性者ヒアリング等従事者派遣

（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、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８） 

 

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、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４） 

 

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 12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 10月以降、申込み数

は減少傾向にあり、大阪府市において緊急事態宣言は発令されていないが、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４年１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 

新型コロナウイルス PCR 検査業務委託（単価契約）（その４） 

 

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 12 月末日が履行期限となっているが、令和４年１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感染症保健所・区健康管理等対応派遣(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、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１３） 

 

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、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） 


