
 

 

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。 

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。 

新型コロナウイルス感染症については、３月下旬から全国的に変異株によ

る新規陽性者数が増加しており、別途契約し履行中である現行の体制では業

務に支障を来すため派遣職員を増員する必要があることから、現在、契約を

締結している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。 

新型コロナウイルス感染症については、２月下旬以降新規陽性者数は減少

傾向にあるものの依然恒常的に発生しており、また、全国的に変異株による

新規陽性者数が増加しており、今後新規陽性者数が増加する恐れがあること

から、令和３年度においても、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） 

 

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令和３年３月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新型コロナウイルス感染症のまん延については予測が困難であ

り、依然として予断を許さない状況であることから、令和３年４月以降も検査体制を継続

する方針が令和３年２月下旬に決定された。 

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年度当初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） 

 

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、変異株スクリーニング検査

体制の強化を図っており、本市に対しても陽性検体の提供について協力が呼びかけら

れている。現在、府下で検体の変異株スクリーニング検査について、同時に多数の対

応が可能な検査機関は、一般社団法人阪大微生物病研究会（以下「阪大微研」という。）

しかない。 

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に対し速やかに変異株スク

リーニング検査を実施するために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１） 

 

２ 契約の相手方 

公立大学法人大阪 

 

３ 随意契約理由 

本市において新型コロナウイルス感染症にかかる行政検査を実施するにあたり、唾液

採取が困難な高齢者や乳幼児等の受検者に対し、近接する公立大学法人大阪の敷地内に

医師による鼻咽頭ぬぐいができる検査場を設置し、大阪市保健所が医療法に基づく巡回

診療の届出を行い、検査を行っている。 

また、厚生労働省は、懸念される変異株が新たに発生した場合の早期探知を強化するた

め、自治体に対して変異株ＰＣＲ検査の体制整備を求めており、本市でも感染の急拡大の

恐れがある変異株の動向を把握し、速やかに対策をとるため、新型コロナウイルスＰＣＲ

検査で陽性判定となった検体に対して変異株ＰＣＲ検査を至急実施する必要がある。 

現在、鼻咽頭ぬぐいによる検体採取、ＰＣＲ検査及び変異株ＰＣＲ検査を公立大学法人

大阪医学部に業務委託し実施しているが、新型コロナウイルス感染症の終息の見通しが

立たないことから、令和３年４月以降も引き続き唾液採取による検体採取が困難な受検

者に対し鼻咽頭ぬぐいによる検体採取及び検査を継続する必要がある。 

本業務の実施にあたり、鼻咽頭ぬぐいによる検体採取を行う医師の配置が必須である

とともに、自ら速やかにＰＣＲ検査及び変異株ＰＣＲ検査を実施でき、不測の事態への対

応ができる団体は上記相手方以外に存在しないため、公立大学法人大阪と随意契約を締

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 06-6647-0769） 



 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

地域外来・検査センター設置・運営事業に関する業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  社会医療法人弘道会 なにわ生野病院 

 

３ 随意契約理由 

 令和２年４月、厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、保健所及

び医療機関の負担が増加する中、検査体制の拡充と検体採取体制の充実を図るため、

それまで一般の医療機関が保健所に連絡し、保健所が「帰国者・接触者外来」を設置

する医療機関と受診調整を行い、ＰＣＲ検査を実施する運用であったものから、保健

所を経由することなく、一般の医療機関と、受診調整から診療、検体採取及び検査ま

での流れを一体的に運用が可能な医療機関との間で直接連絡調整することにより、発

生から陽性者の確定診断までの時間を大幅に短縮することを可能にする「地域外来・

検査センター」（以下、「地外検」という。）という仕組みを示した。 

大阪府は、大阪府医師会とも協議し、この地外検を府内の保健所管内毎に１か所以

上の設置を目指し、実施する医療機関の地域性や市区医師会との連携、医療機能等を

考慮しながら、個別に医療機関と交渉を行い、令和２年７月より運用が開始された。 

令和２年度においては、大阪府が大阪市域に設置する地外検を含め各医療機関と委

託契約を締結し、本市は分担金として費用負担をしてきたが、令和３年度以降、大阪

市域に設置する地外検については、本市が直接各医療機関と委託契約を締結すること

となった。 

新型コロナウイルスの感染状況は拡大と縮小を繰り返し、未だ収束が見通せない中、

本市の検査体制を支える基盤としての地外検を令和３年４月以降も継続して設置す

る必要がある。 

本件の契約相手方である社会医療法人弘道会 なにわ生野病院は、本事業の開始当

初より主に大阪市の中央部地域を担当する地外検として設置・運用されてきた医療機

関である。 

上記相手方は、従前より大阪市中央部地域の医師会並びに医療機関との連携体制が

確立されているとともに、新型コロナウイルス感染症重点医療機関としても指定を受

けていることから、大阪府全域の新型コロナウイルス対策に係る中心的な医療機関と

して運営されており、当該業務を可能とする十分な体制がすでに確立されている。こ

れら全てを満たす者は上記の相手方のみである。 

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 06-6647-0769） 



 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

地域外来・検査センター設置・運営事業に関する業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  地方独立行政法人 大阪市民病院機構 

 

３ 随意契約理由 

令和２年４月、厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、保健所及び

医療機関の負担が増加する中、検査体制の拡充と検体採取体制の充実を図るため、そ

れまで一般の医療機関が保健所に連絡し、保健所が「帰国者・接触者外来」を設置す

る医療機関と受診調整を行い、ＰＣＲ検査を実施する運用であったものから、保健所

を経由することなく、一般の医療機関と、受診調整から診療、検体採取及び検査まで

の流れを一体的に運用が可能な医療機関との間で直接連絡調整することにより、発生

から陽性者の確定診断までの時間を大幅に短縮することを可能にする「地域外来・検

査センター」（以下、「地外検」という。）という仕組みを示した。 

大阪府は、大阪府医師会とも協議し、この地外検を府内の保健所管内毎に１か所以

上の設置を目指し、実施する医療機関の地域性や市区医師会との連携、医療機能等を

考慮しながら、個別に医療機関と交渉を行い、令和２年７月より運用が開始された。 

令和２年度においては、大阪府が大阪市域に設置する地外検を含め各医療機関と委

託契約を締結し、本市は分担金として費用負担をしてきたが、令和３年度以降、大阪

市域に設置する地外検については、本市が直接各医療機関と委託契約を締結すること

となった。 

新型コロナウイルスの感染状況は拡大と縮小を繰り返し、未だ収束が見通せない中、

本市の検査体制を支える基盤としての地外検を令和３年４月以降も継続して設置す

る必要がある。 

本件の契約相手方である地方独立行政法人 大阪市民病院機構（大阪市立十三市民

病院）は、本事業の開始当初より主に大阪市の北部地域を担当する地外検として設置・

運用されてきた医療機関である。 

上記相手方は淀川以北唯一の公立病院であり、従前より大阪市北部地域の医師会並

びに医療機関との連携体制が確立されているとともに、新型コロナウイルス感染症重

点医療機関としても指定を受けていることから、大阪府全域の新型コロナウイルス対

策に係る中心的な医療機関として運営されており、当該業務を可能とする十分な体制

がすでに確立されている。これら全てを満たす者は上記の相手方のみである。 

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 06-6647-0769） 



 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

地域外来・検査センター設置・運営事業に関する業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  社会医療法人きつこう会 多根総合病院 

 

３ 随意契約理由 

令和２年４月、厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、保健所及び

医療機関の負担が増加する中、検査体制の拡充と検体採取体制の充実を図るため、そ

れまで一般の医療機関が保健所に連絡し、保健所が「帰国者・接触者外来」を設置す

る医療機関と受診調整を行い、ＰＣＲ検査を実施する運用であったものから、保健所

を経由することなく、一般の医療機関と、受診調整から診療、検体採取及び検査まで

の流れを一体的に運用が可能な医療機関との間で直接連絡調整することにより、発生

から陽性者の確定診断までの時間を大幅に短縮することを可能にする「地域外来・検

査センター」（以下、「地外検」という。）という仕組みを示した。 

大阪府は、大阪府医師会とも協議し、この地外検を府内の保健所管内毎に１か所以

上の設置を目指し、実施する医療機関の地域性や市区医師会との連携、医療機能等を

考慮しながら、個別に医療機関と交渉を行い、令和２年７月より運用が開始された。 

令和２年度においては、大阪府が大阪市域に設置する地外検を含め各医療機関と委

託契約を締結し、本市は分担金として費用負担をしてきたが、令和３年度以降、大阪

市域に設置する地外検については、本市が直接各医療機関と委託契約を締結すること

となった。 

新型コロナウイルスの感染状況は拡大と縮小を繰り返し、未だ収束が見通せない中、

本市の検査体制を支える基盤としての地外検を令和３年４月以降も継続して設置す

る必要がある。 

本件の契約相手方である社会医療法人きつこう会 多根総合病院は、本事業の開始

当初より主に大阪市の西部地域を担当する地外検として設置・運用されてきた医療機

関である。 

上記相手方は、従前より大阪市西部地域の医師会並びに医療機関との連携体制が確

立されているとともに、新型コロナウイルス感染症重点医療機関としても指定を受け

ていることから、大阪府全域の新型コロナウイルス対策に係る中心的な医療機関とし

て運営されており、当該業務を可能とする十分な体制がすでに確立されている。これ

ら全てを満たす者は上記の相手方のみである。 

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 06-6647-0769） 



 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

地域外来・検査センター設置・運営事業に関する業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター 

 

３ 随意契約理由 

令和２年４月、厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、保健所及び医療

機関の負担が増加する中、検査体制の拡充と検体採取体制の充実を図るため、それまで一

般の医療機関が保健所に連絡し、保健所が「帰国者・接触者外来」を設置する医療機関と

受診調整を行い、ＰＣＲ検査を実施する運用であったものから、保健所を経由することな

く、一般の医療機関と、受診調整から診療、検体採取及び検査までの流れを一体的に運用

が可能な医療機関との間で直接連絡調整することにより、発生から陽性者の確定診断ま

での時間を大幅に短縮することを可能にする「地域外来・検査センター」（以下、「地外検」

という。）という仕組みを示した。 

大阪府は、大阪府医師会とも協議し、この地外検を府内の保健所管内毎に１か所以上の

設置を目指し、実施する医療機関の地域性や市区医師会との連携、医療機能等を考慮しな

がら、個別に医療機関と交渉を行い、令和２年７月より運用が開始された。 

令和２年度においては、大阪府が大阪市域に設置する地外検を含め各医療機関と委託

契約を締結し、本市は分担金として費用負担をしてきたが、令和３年度以降、大阪市域に

設置する地外検については、本市が直接各医療機関と委託契約を締結することとなった。 

新型コロナウイルスの感染状況は拡大と縮小を繰り返し、未だ収束が見通せない中、本

市の検査体制を支える基盤としての地外検を令和３年４月以降も継続して設置する必要

がある。 

本件の契約相手方である地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医

療センターは、本事業の開始当初より主に大阪市の南部地域を担当する地外検として設

置・運用されてきた医療機関である。 

上記相手方は地域医療支援病院として大阪府から承認をされており、従前より大阪市

南部地域の医師会並びに医療機関との連携体制が確立されているとともに、新型コロナ

ウイルス感染症重点医療機関としても指定を受けていることから、大阪府全域の新型コ

ロナウイルス対策に係る中心的な医療機関として運営されており、当該業務を可能とす

る十分な体制がすでに確立されている。これら全てを満たす者は上記の相手方のみであ

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 06-6647-0769） 



 

 

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） 

 

２ 契約相手方 

  株式会社スーパーナース 

 

３ 随意契約理由 

 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年度以降においては、大阪府は本事業を継続しない旨が

３月に示された。 

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、本市が事業を

継続する方針を決定したのが令和３年３月であったため、その時点から競争

入札を実施すると令和３年４月１日からの検査場の運営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日から検査場の運営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、既に派遣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派遣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（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 10 階入院フォローアップ医師派遣（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 

新型コロナウイルス感染症対策医師チームにおいて、陽性判明者の重

症度をトリアージし入院フォローアップを行うため、医師を派遣するも

のである。 

業務内容は、新型コロナウイルス感染症対策医師チームに届く発生届

のチェック、看護師に対し陽性者の重症度に応じた聞き取りの指示及び

支援、陽性判明者への検査結果の告知、陽性者から入院フォローアップ

に必要な事項の聞き取り、陽性者への療養に関する説明、大阪府入院フ

ォローアップセンター（以下「センター」という。）への陽性者の情報伝

達やセンターからの問合せ事項に対する回答など、医師としてそれぞれ

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、派遣する医師については、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上で行う必要がある。 

３月下旬以降、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、陽性者数が増

加し、別途契約し履行中である入院フォローアップの対応業務が集中

し、現行の体制では業務に支障をきたすため、医師派遣を増員する必要

があることから、現在、契約を締結している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。新型コロナウイルス感

染症については、３月下旬から全国的に変異株による新規陽性者数が急激に増

加しており、別途契約し履行中である現行の体制では業務に支障を来すため医

療相談等従事者を増員する必要があることから、現在、契約を締結している上

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電話相談等従事者派遣（概算契約・その３） 

 

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、４月下旬以降も全国的に変異株による新

規陽性者数が増加しており、別途契約し履行中である現行の体制では業務に支障を

来すため派遣職員を増員する必要があることから、現在、契約を締結している上記

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） 

 

 


