
 

 

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係るワクチン保管・配送業務委託 

 

２ 契約相手方 

  佐川グローバルロジスティクス株式会社 

 

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「ワクチン」という。）について

は、２月中旬から都道府県による医療従事者向けの先行接種が開始されており、４月

以降、高齢者向けの優先接種を行うこととなっている。 

本業務は、安全・安心にワクチン等を接種会場等に提供できる体制を構築するため、

ワクチンの保管・配送等を行う拠点を設置し、ファイザー株式会社からのワクチンの受

入れ、医療機関等からの注文に応じて週２回程度の配送などの運営業務を委託するも

のである。 

新型コロナウイルス感染症による死亡者や重傷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、速やかに市民に接種を行える

体制を整備する必要があり、令和２年12月18日付け事務連絡「新型コロナウイルスワク

チン接種体制確保事業の実施に必要な契約の締結について」で示されたように、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（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）に該当することから、随意契約を行

うものである。 

業者選定については、令和３年２月25日に大阪市ホームページにおいて当該事業に

かかる提案募集を行い、複数の事業者よりの提案内容を精査した結果、最も優れた提案

を行った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06-6647-0813）  



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 

 

２ 契約相手方 

  合同会社 Setolabo 

 

３ 随意契約理由 

高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症のクラスター発生を抑制するため、令

和３年２月から、従事者に対するスクリーニングを目的とした定期的なＰＣＲ検査を実施

しており、実施期間については令和３年３月までとして実施計画の策定を行い、約２万件

を検査対象としている。 

新規陽性者数は減少しているものの、高齢者施設でのクラスターは依然発生している状

況を踏まえ、４月以降の事業継続の必要性を検討してきたところ、ワクチン接種が当初想

定していたスケジュールから遅れが生じ、４月以降に高齢者へ順次接種を行うものの、当

面の間はクラスター発生のリスクは軽減されない見込みとなることが３月中旬に判明し、 

４月以降も現行の事業を継続する方針が決定された。 

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３月中旬であったため、その時点から競争入札を実施す

ると令和３年４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３年４月１日から検査を開始するためには、令和３年４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への配食等サービス業務委託 

 

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 

   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。 

昨年 11月に患者数が急増したため、可及的速やかに配食サービスを導入して感染症

まん延防止体制を構築する必要があることから、入札等の手続きを経ての契約によっ

ては時期を逸することになるため、緊急的に本市が求める発注仕様にて業務を履行可

能である旨回答を得た上記事業者と随意契約を締結し、令和 3年 1月 17日から業務委

託により事業実施してきた。 

その後、令和３年２月３日付で感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律が改正され、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ら

れるようになったところである。 

患者発生状況は令和３年１月をピークとして若干減少傾向にあるものの、依然とし

て継続的に発生しており、再び増加する懸念も強く、今後も配食サービス事業を実施す

ることで、引き続き感染症まん延防止を行っていく必要がある。 

本来であれば、入札や公募型比較見積等により業者選定を実施すべきではあるが、競

争入札による契約手続きをとることにより時間を要し、４月からの継続した事業実施

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、財産その他の利益

に大きな影響を及ぼすことになりかねない。 

令和３年４月１日から事業を開始するためには、令和３年４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、既に事業実施体制を確保しており、現行事業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感染症対策グループ 



  

随意契約理由書 

  

１ 案件名称   

令和３年度大阪市感染症患者搬送等業務委託（令和３年７月から９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、以下「政令」という。）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、以下「感染症法」と

いう。）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、本市所有車両１台、運用は本市職員

による１体制で実施していたが、昨年７月から８月にかけての第２波、同年 11月以

降の第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

め搬送体制の増加が必須となったため、本市職員による搬送に加え、以下のとおり、

業務委託化を行い、搬送体制の強化を行ってきた。 

① 新型コロナウイルス感染症陽性患者（主としてストレッチャー利用患者）搬送

等業務委託 

(履行期間 令和２年８月 28日から令和３年１月 27日)  

② 新型コロナウイルス感染症陽性患者（主としてストレッチャー利用患者）搬

送等業務委託(その２) 

(履行期間 令和２年 10月９日から令和３年 1月 31日) 

③ 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 

  (履行期間 令和２年 12月 1日から令和３年１月 31日) 

④ 大阪市感染症患者搬送業務委託 

  (履行期間 令和２年 12月 16日から令和３年１月 31日) 

その後、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

決定され、上記の移送についても継続して行うものとされたのに伴い、①～④の搬送

業務委託の履行期間を令和３年３月 31日まで延長した。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

じられるようになった。 

上記の搬送体制について、①、②及び④については自立歩行が困難な中等症の患者

を搬送対象としており、本市職員による搬送及び③については自立歩行可能な軽症患

者を搬送対象としているが、第３波による患者数の急激な増加にともない入院患者数

も増加したものの、軽症の入院患者はそれほど増加しておらず、搬送調整依頼から搬

送実施に至る迅速性の観点から実際の運用は①から④の搬送体制により行われている

状況にある。 



患者発生状況は令和３年１月をピークとして以降は減少傾向にあったが緊急事態宣

言解除後は増加に転じつつあり、今後も搬送すべき患者は継続して発生すると考えら

れることから、感染症法改正後の搬送体制については少なくとも現行の委託による搬

送体制を維持する必要がある。 

 業者選定にあたっては、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４月１日から搬送業務を開始するためには、令和３年４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 



 

 

  

随意契約理由書 

  

１ 案件名称   

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 

 

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、以下「政令」という。）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、以下「感染症法」と

いう。）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、本市所有車両１台、運用は本市職員

による１体制で実施していたが、昨年７月から８月にかけての第２波、同年 11月以

降の第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

め搬送体制の増加が必須となったため、本市職員による搬送に加え、以下のとおり、

業務委託化を行い、搬送体制の強化を行ってきた。 

① 新型コロナウイルス感染症陽性患者（主としてストレッチャー利用患者）搬送

等業務委託 

(履行期間 令和２年８月 28日から令和３年１月 27日)  

② 新型コロナウイルス感染症陽性患者（主としてストレッチャー利用患者）搬

送等業務委託(その２) 

(履行期間 令和２年 10月９日から令和３年 1月 31日) 

③ 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 

  (履行期間 令和２年 12月 1日から令和３年１月 31日) 

④ 大阪市感染症患者搬送業務委託 

  (履行期間 令和２年 12月 16日から令和３年１月 31日) 

その後、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

決定され、上記の移送についても継続して行うものとされたのに伴い、①～④の搬送

業務委託の履行期間を令和３年３月 31日まで延長した。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

じられるようになった。 

上記の搬送体制について、①、②及び④については自立歩行が困難な中等症の患者

を搬送対象としており、本市職員による搬送及び③については自立歩行可能な軽症患

者を搬送対象としているが、第３波による患者数の急激な増加にともない入院患者数

も増加したものの、軽症の入院患者はそれほど増加しておらず、搬送調整依頼から搬

送実施に至る迅速性の観点から実際の運用は①から④の搬送体制により行われている



 

 

状況にある。 

患者発生状況は令和３年１月をピークとして以降は減少傾向にあったが緊急事態宣

言解除後は増加に転じつつあり、今後も搬送すべき患者は継続して発生すると考えら

れることから、感染症法改正後の搬送体制については少なくとも現行の委託による搬

送体制を維持する必要がある。 

業者選定にあたっては、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４月１日から搬送業務を開始するためには、令和３年４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 



 

 

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接種（集団）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 

新型コロナウイルスワクチン接種の実施は、市町村長の責務とされており、本市

でワクチン接種事業を円滑に実施し、新型コロナウイルス感染症のまん延防止に努

める必要がある。 

新型コロナウイルスワクチン接種業務は、24区で一斉に実施する必要があり、各

区に設置される接種会場に同時に多くの人材を確保し接種を行う必要がある。 

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、これまで本市の

他の予防接種事業のほかにも、肝炎ウイルス検査やがん検診事業等、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。 

本業務を実施に必要となる高い医学的知識とノウハウを備え、同時に多くのワク

チン接種業務を実施できる団体は、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 （電話番号 06-6647-0739） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和３年度 新型コロナウイルス PCR検査業務委託（概算契約） 

 

２ 契約の相手方 

地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所 

 

３ 随意契約理由 

地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所は、本市との間で感染症発生動向調

査及び保菌者検索（健康診断）に係る病原体検査業務委託の契約を締結しており、

高度な試験検査に幅広く、また迅速かつ正確な検査の実施を行っている。 

現在、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２年 12月～本

年当初にかけての申込み数よりは減少しており、大阪府市においても緊急事態宣

言は解除となったが、今後の陽性者数の増減及びコロナ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である。 

PCR検査による感染症発生動向調査は、「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」（感染症法）に基づく施策として位置づけられた調査であり、

感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の国民や医療機関への迅速な提

供・公開により、感染症に対する有効かつ的確な予防・診断・治療に係る対策を

図り、多様な感染症の発生及びまん延を防止することを目的としている。 

発生動向調査事業の実施について、厚労省は「感染症発生動向調査事業実施要

綱」（別紙１）を定めており、同要綱の第 2章「対象感染症」の中で、新型コロナ

ウイルス感染症は新型インフルエンザ等感染症の一つとして調査対象とされてい

る。また、検査体制については第４章「実施体制の整備」の中で、本事業に係る

検体等の検査については「地方衛生検査所等」において実施するものとされてい

る。 

本市においても発生動向調査を実施するにあたり「大阪市感染症発生動向調査

事業実施要綱」（別紙２）を定めており、第 4条「実施体制」の中で、本事業の検

査機関は「大阪健康安全基盤研究所」とすると明記している。 

以上のことから、「地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所」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（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医療相談等従事者派遣（概算契約・その１） 

 

 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、現在も依然恒常的に発生して

おり、全国的に変異株による新規陽性者数が増加しているため、令和３

年度においても引き続き電話相談体制が必要である。 

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１） 

 

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、現在も依然恒常的に発生しており、

全国的に変異株による新規陽性者数が増加している状況にあり、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１） 

 

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、現在も依然恒常的に発生してお

り、全国的に変異株による新規陽性者数が増加している状況にあり、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に関する PCR 検査場従事者派遣（概算契約） 

 

２ 契約相手方 

  株式会社パソナ 

 

３ 随意契約理由書 

 新型コロナウイルス感染症に関する PCR 検査場での検体採取等を目的と

して、大阪府が令和２年８月 11 日から令和３年３月 31 日まで地方自治法施

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

件であるが、令和３年度については、本業務を大阪府から本市に移管するこ

とが令和３年３月、大阪府との協議により決定されたものである。 

新型コロナウイルス感染症は依然収束する見込みはなく、変異株の流行も

予測され、４月１日以降もＰＣＲ検査場への従事が必要であるが、その時点

から競争入札を実施すると令和４年４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４月１日から検査を開始するためには、令和４年４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 06-6647-0739） 



 

 

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 

（継続設置） 

 

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、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、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

した案件の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、また、わが国に

おいても各所で感染が継続的に発生し、今後も収束する見込みが不明な中、コロナウイル

ス対応は緊張度の極めて高い状況が続いている。 

本市においても同様の状況にあり、日々の多数の検体採取と検査を行っている中、陽性

患者数の爆発的増大等による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（06-6647-0739） 


