
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医療相談等従事
者派遣（概算契約・その３）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

11,794,337 R3.5.1
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ワクチン接種調整等業務
委託（高齢者施設等）

13 その他代
行

一般社団法人大阪府医
師会

80,522,386 R3.5.1
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ワクチン集団接種会場
ワクチン管理等業務労働者派遣（概算契約）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

81,536,675 R3.5.6
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 -

4
新型コロナウイルスワクチン集団接種会場へ
の医薬品・医療器材配送業務委託

13 その他代
行

アートコーポレーション
株式会社

1,716,000 R3.5.13
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 -

5
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
者派遣契約（概算契約）

13 その他代
行

株式会社パソナ 50,371,200 R3.5.17
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ワクチン集団接種会場
（大阪府立国際会議場）への直通バス運行業
務委託（概算契約）

13 その他代
行

大阪シティバス株式会
社

87,882,036 R3.5.21
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

別紙のとおり ○

7
新型コロナウイルスワクチン接種集団接種会
場における会場予約受付等業務にかかる労
働者派遣（概算契約）

13 その他代
行

株式会社パソナ 55,334,400 R3.5.24
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
新型コロナウイルスワクチン集団接種会場
予診票確認等業務労働者派遣（概算契約）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

99,416,240 R3.5.24
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

新型コロナウイルスワクチン集団接種会場
（阿倍野区民センター）　予診票確認及び会
場案内・次回予約受付等業務労働者派遣
（概算契約）

13 その他代
行

株式会社パソナ 4,238,080 R3.5.31
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電話相談等従事
者派遣(概算契約・その４)

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

33,917,895 R3.5.31
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月

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf#
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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、４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ワクチン接種調整等業務委託（高齢者施設等） 

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。本業務は、高齢者施設に接種に赴く医師等の派遣調整を行うため

の委託業務である。医師の派遣にあたっては、具体的に派遣する医師等を調整する

必要があり、医師等との調整を円滑かつ適切に実施できることが必須の条件となる。 

  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、大阪府医師会は、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。 

そのため、本業務を行うにあたって地域特性に応じた医師との調整を円滑かつ確

実に実施できる唯一の事業者である大阪府医師会を特名とし、随意契約を行うもの

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：06-6647-0813） 



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 ワクチン管理等業務労働者派遣 

 

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に係る予防接種については、厚生労働省から自治体向

けに手引きが示されており、特に集団接種会場における従事者の確保については、

多くの医療従事者等が必要であることから、市町村は、郡市区医師会等の協力を得

てその確保を図ることとされている。 

本市の集団接種会場における医療従事者の確保については、大阪市新型コロナウ

イルスワクチン接種推進本部会議において、予診・接種、接種後の状態観察に係わ

る者等の医師を含むチームについては、大阪府医師会に業務委託をすることとし、

ワクチン管理等の業務については、本市職員の他、看護師資格を有する者及び一般

事務を実施できる能力を有する者を労働者派遣にて確保することとされた。 

  新型コロナウイルスワクチンの接種については、当該感染症のまん延予防を目的

とするものであり、市民の生命・健康を守る上において、早急に体制を構築の上、

迅速な接種の推進が求められるものである。 

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、事業を実施する方針

が急遽決定したため、その時点から競争入札を実施すると令和３年５月 24日からの

接種会場の運営を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５月 24日から本業務の運営を開始するためには、令和３年５月 24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く、また、各区に派遣されている看護職員との相互協力

を円滑に行うため、新型コロナウイルス感染症保健所・区健康管理等対応を目的と

した上記相手方との人材派遣契約と連携することも考慮し、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 06-6647-0813） 



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への医薬品・医療器材配送業務委託 

 

２ 契約相手方 

  アートコーポレーション株式会社 

 

３ 随意契約理由 

新型コロナウイルス感染症について、感染拡大を防止し、国民の生命及び健康を守るため

総力を挙げてその対策に取り組み、あわせて社会経済活動との両立を図っていく必要があ

る。本市においても、国の通知に基づき、市民に対して、ワクチンの接種を迅速かつ円滑に

実施する必要がある。 

本市では、令和 3 年 4 月 1 日から集団接種を実施するため、公共施設を会場として集団

接種の準備を進めていた。医療用資機材についても、3月下旬に各会場へ配備する予定であ

ったが、国において、ワクチンを必要数確保することが出来ない状況となり、急遽、集団接

種が延期となっていた。ワクチンの供給については、極めて不安定であり、いつどの程度ワ

クチンが供給されるか、見込みが立たない状況が続いていた。 

今回、国から本市へのワクチン供給が決定したことを受け、令和 3年 5月 24日から集団

接種を実施することになった。このため、令和 3年 4月 13日に集団接種会場の実施場所に

ついても方針が示された。集団接種会場となる公共施設（区スポーツセンター等）は、直前

まで通常営業を行っており、配送は、接種会場として使用する直前に短期間で一斉に配送す

る必要がある。配送業者を選定するために入札を実施していては、全国の市町村が配送業者

を必要としている状況下で、集団接種会場が多い本市の状況に対応できる配送業者を確保

することが困難であり、配送業者の準備期間を十分に確保できないため、集団接種が実施出

来ない事態になり、市民に対して、ワクチンの接種を迅速かつ円滑に実施する行政目的を達

成することが出来ず、市民の生命に大きな影響を及ぼすおそれがある。このため、対応可能

な配送業者複数者で比較見積した結果、一番安価であった上記事業者と特名随意契約を行

うこととする。 

 

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06-6647-0813） 

 

 



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 

 

２ 契約相手方 

  株式会社パソナ 

 

３ 随意契約理由 

令和３月５月 17 日からの新型コロナウイルスワクチン接種予約の受付開始に伴い、

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いては、接種予約の補助や予

約代行、接種会場への案内等の業務を行うこととなっている。 

これについて、予約開始と同時に市民が窓口に殺到し、混雑する恐れがあるため、

本市職員に加えて、派遣従事者を配置するなど十分な体制を確保する必要がある。 

新型コロナウイルスワクチンの接種については、当該感染症のまん延予防を目的と

するものであり、市民の生命・健康を守る上において、早急に体制を構築の上、迅速

な接種の推進が求められるものである。 

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、事業を実施する方針

が急遽決定したため、その時点から競争入札を実施すると令和３年５月 24日からの

接種会場の運営と合わせた業務の実施が困難となり、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５月 24日から本業務の運営を開始するためには、令和３年５月 24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、本市が別途契約する派遣業務を円滑に実施

し、本業務についても履行可能との回答を得ている上記相手方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 06-6208－0810） 



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（大阪府立国際会議場）への直通バス運

行業務委託（概算契約） 

 

２ 契約相手方 

   大阪シティバス株式会社 

 

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、現在、高齢者向けの優先接種を進めているところである。 

この度政府において、希望する高齢者に7月末を念頭に2回の接種を終えることがで

きるよう、多くの高齢者が居住する東京圏、大阪圏に、国直営の大規模接種センター

（以下「接種センター」という。）を設置することとなり、大阪では大阪府立国際会

議場に設置されることとなった。 

ワクチン接種の対象者は大阪府・兵庫県・京都府在住の方となるが、国の会場設置

を受けて本市では、市長の指示により、主要となる大阪駅・なんば駅から会場までの

直通バスによるアクセスを確保して、その利便性を向上させることにより、本会場を

活用してワクチン接種を強力に推進していくこととなった。 

接種センターが令和3年5月24日（月）から開始される予定であり、センターの開始

に合わせて直通バスを運行させるためには、業務開始までに入札等の手続きを行う必

要がある。しかし、それらの手続きを実施する時間がないところ、本業務が契約でき

なければ、ワクチン接種事業に支障が生じ、ひいては市民の生命・身体への影響が生

じること、また、本市が指定するルート及び時刻に安全に運行を開始することができ

るのは、既にバス停や運行ルートを保有し、増便に対応するための近畿運輸局への申

請・登録手続が完了できる、上記事業者が唯一の事業者であるため、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 

  新型コロナウイルスワクチン接種集団接種会場における会場予約受付等業務等に

かかる労働者派遣 

 

２ 契約相手方 

  株式会社パソナ 

 

３ 随意契約理由 

令和３月５月 24 日からの新型コロナウイルスワクチン接種集団接種開始に伴い、

各区新型コロナウイルスワクチン集団接種会場においては、会場予約にて次回予約受

付等の業務を行うこととなっている。 

これについて、円滑に予約受付業務等を行う必要があるため、本市職員に加えて、

派遣従事者を配置するなど十分な体制を確保する必要がある。 

新型コロナウイルスワクチンの接種については、当該感染症のまん延予防を目的

とするものであり、市民の生命・健康を守る上において、早急に体制を構築の上、

迅速な接種の推進が求められるものである。 

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、事業を実施する方針

が急遽決定したため、その時点から競争入札を実施すると令和３年５月 24日からの

ワクチン接種集団接種会場の運営を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５月 24日から本業務の運営を開始するためには、令和３年５月 24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、本市が別途契約する派遣業務を円滑に実施し、本

業務についても履行可能との回答を得ている上記相手方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 06-6208－0810） 



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 予診票確認等業務労働者派遣（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 

  新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、厚生労働省から自治体向

けに手引きが示されており、特に集団接種会場における従事者の確保については、

多くの医療従事者等が必要であることから、市町村は、郡市区医師会等の協力を得

てその確保を図ることとされている。 

  本市の集団接種会場における医療従事者の人員確保については、大阪市新型コロ

ナウイルスワクチン接種推進本部会議において、予診・接種、接種後の状態観察に

係わる者等の医師を含むチームについては、大阪府医師会に業務委託をすることと

し、予診票の確認等業務については、看護師資格を有する者を労働者派遣にて確保

することとされた。 

ついては、本業務を行う派遣従事者を早急に確保する必要があるが、競争入札の

手続きをとる暇はなく、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株式会社メディカル・コンシェルジュは、極めて準備期間が限

られる状況の中、多くの看護師を確保し、本事業を安定かつ円滑に履行可能との回答を得

ている上記相手方以外の事業者では対応できないと判断し、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 

   新型コロナウイルスワクチン集団接種会場（阿倍野区民センター）予診票確認

及び会場案内・次回予約受付等業務労働者派遣 

 

２ 契約相手方 

   株式会社パソナ 

 

３ 随意契約理由 

   新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、厚生労働省から自治体

向けに手引きが示されており、特に集団接種会場における従事者の確保について

は、多くの医療従事者等が必要であることから、市町村は、郡市区医師会等の協

力を得てその確保を図ることとされている。 

   本市の集団接種会場における医療従事者の人員確保については、大阪市新型コ

ロナウイルスワクチン接種推進本部会議において、予診・接種、接種後の状態観

察に係わる者等の医師を含むチームについては、大阪府医師会に業務委託をする

こととし、予診票の確認等業務については、看護師資格を有する者を労働者派遣

にて確保することとされた。 

ついては、本業務を行う派遣従事者を早急に確保する必要があるが、競争入札

の手続きをとる暇はなく、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。 

５月 24 日以降、既に各区集団接種会場に予診票確認等業務従事者派遣契約を締

結している（株）メディカル・コンシェルジュと派遣従事者の増員調整を行った

が、これ以上の従事者派遣は不可能であるとの結果となった。 

随意契約の相手方として株式会社パソナは、極めて準備期間が限られる状況の中、

多くの派遣従事者を確保し、本事業を安定かつ円滑に履行可能との回答を得ている上

記相手方以外の事業者では対応できないと判断し、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：06-6647-0813） 



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４） 

 

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、以前収束する見込みがなく、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） 


