
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４）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

10,901,687 R3.6.1
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集団接種会場に
おける会場内業務補助等に係る従事者派遣
（概算契約）

13 その他代
行

ヒューマンリソシア株式
会社

55,241,633 R3.6.1
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 -

5
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２）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

2,501,125 R3.6.1
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 -

7
城見ホール集団接種会場ほか３会場（西区・
西淀川区・東淀川区）に係る接種等業務　委
託（概算契約）

13 その他代
行

公益社団法人　大阪府
看護協会

65,162,858 R3.6.1
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
令和３年度　予防接種後新型コロナウイルス
抗体検査等業務委託（単価契約）

09環境調査・
検査その他
の調査・検査

公立大学法人大阪
単価契約7,475

円
R3.6.17

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 -

13
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 31,531,500 R3.6.17
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 -

14
新型コロナウイルスワクチン集団接種会場に
係る医療用資器材保管・仕分けおよび配送
業務委託（概算契約）

03 運搬請負
アートコーポレーション
株式会社

21,335,050 R3.6.25
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 -

15
新型コロナウイルスワクチン集団接種会場
（城見ホール及びＯＣＡＴ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

3,960,000 R3.6.26
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
高齢者施設入所者等への新型コロナウイル
スワクチン接種事業業務委託（単価契約）

13 その他代
行

医療法人島田クリニック
単価契約

140,000円外
R3.6.28

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 -

17
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３）

13 その他代
行

株式会社　スーパー
ナース

12,485,550 R3.6.30
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 -

18
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４）

13 その他代
行

株式会社パソナ 28,545,559 R3.6.30
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 -

19
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５）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

68,446,125 R3.6.30
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 -

６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

20
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５)

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

74,564,462 R3.6.30
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 -

６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医療相談等従事者派遣（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、

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集団接種会場における会場内業務補助等に係る従

事者派遣（概算契約） 

 

２ 契約相手方 

   ヒューマンリソシア株式会社 

 

３ 随意契約理由 

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について、大阪市では令和３年５月

24日から 85才以上の高齢者について開始され、順次対象年齢が拡大されてい

る。 

ワクチン集団接種会場は、来場者の検温・受付・誘導にあたる事務員や、予診

票確認や接種にあたる看護師、問診等にあたる医師等で構成され、円滑なワクチ

ン接種が進められるよう、検討のうえで人員を配置してきたが、現在既に混雑等

が発生している会場もあり、今後、更に接種対象年齢が拡充された場合には、現

行の体制ではワクチン接種業務に支障を来す可能性が高いことから、各ワクチン

集団接種会場に従事者を増員する必要がある。また、５月 25日に開催された第

221回福祉・健康部会において、現状を鑑み各ワクチン集団接種会場における早

期の従事者増員要請があった。 

従事者の確保を確実にするためには、本従事者派遣について、競争入札による

契約手続きをとる時間がなく、迅速に対応できる事業者と契約をする必要があ

る。 

５月 25日以降、既に区役所に従事者派遣契約を締結している（株）パソナ及び

集団接種会場の運営を委託している（株）ＮＴＴマーケティングアクトと派遣従

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。 

このことから、上記の両社以外で、これまでに営業のあった２社の人材派遣会

社と調整を行ったが、早期に人材を派遣できるものがヒューマンリソシア（株）

のみであり、また、見積金額についても現在区役所に派遣契約を締結している

（株）パソナより安価であることから、上記契約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 06-6208-7617） 



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 

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。 

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、関連する業務に従事する看護師等との調整ができる医師

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、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 124 

 

１ 案件名称 

城見ホール集団接種会場ほか３会場（西区・西淀川区・東淀川区）に係る接種等業務

委託（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。 

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

の大規模接種会場（インテックス大阪）での接種業務に応募のあった医師を活用し、各

区接種会場の接種体制の拡充を図るとともに、新たに城見ホールに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、６月１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 

令和３年度 予防接種後新型コロナウイルス抗体検査等業務委託（単価契約） 

 

２ 契約相手方 

  公立大学法人大阪 

 

３ 特名随意契約理由 

令和 3年 5月 24日より新型コロナウイルスワクチン集団接種が各区の区民センター及び

スポーツセンター等において開始されている。 

そのような状況の中 2つの会場において、5月 24日と 5月 27日と連続して当日接種を受

けた市民のうち 2 名が、ワクチン接種を受けずにブースを通過しその後の手続きを終えた

うえで帰宅した事案が発生した。 

本市としては、本ワクチンは 1 回目の接種から 3 週間後に 2 回目を接種する必要がある

ため、未接種疑い者に対し抗体検査を行い、確実に接種を受けていない者を特定すべきと判

断し、改めてその者については 1回目の接種から行うこととした。 

現在、新型コロナウイルスワクチンの抗体検査については、スパイクタンパク抗体（中和

抗体）検査による検査が推奨されており、精度の高い検査結果については検査データの蓄積

が不可欠である。しかしながら、スパイクタンパク抗体（中和抗体）検査は最近始まった方

法であり一般には蓄積データは少なく、結果数値を見ても評価・判断できる医療機関は限ら

れている。また、新型コロナウイルスワクチンの接種については、当該感染症の収束を目的

とするものであり、市民の生命・健康を守る上において、迅速な接種の推進が求められるも

のである中、現時点から一般公募で事業者を選定すると、対象者の特定に時間を要し、市民

の生命・身体に大きな影響を及ぼす恐れがある。 

そのため、データの蓄積が既にあり結果数値の評価・判断も可能で、検体搬入にあたって

所在地を大阪市内に有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 

  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 

  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 各区役所の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 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 

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。 

今後、新型コロナウイルスワクチン接種にあたっては、接種対象者の年齢枠拡大に

より、区役所窓口及び電話による問い合わせがさらに増加することが想定され、①の

業務を行う人員が必要である。また、一日でも早く接種完了させるため、区接種会場

におけるライン数の増加等が検討されており、それに伴う医師や看護師の増員が調整

されているが、これに合わせて②の業務を行う人員も必要となっている。 

  ついては、上記①②の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

入札を実施すると体制構築までに時間を要し、市民の生命・身体に大きな影響を及ぼ

す恐れがある。 

早急に本業務の運営を開始するため、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 06-6208－9796） 



特名随意契約理由書 

 

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係る医療用資器材保管・仕分けおよび配

送業務委託（概算契約） 

 

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 

  令和3年5月24日より新型コロナウイルスワクチン集団接種が各区の区民センター及び

スポーツセンター等において開始されており、医療用資器材については、集団接種開始

に合わせて購入・配送の手続きを行い、また、不足分について随時購入し、補充を行っ

ている。 

これまで、医療用資器材については一時的に三明倉庫に納入し、各集団接種会場から

の発注を受けて配送を行ってきたが、今般、各集団接種会場において当初予定していな

かった接種時間の拡幅および新たな集団接種会場の増設が急遽決定し、医療用資器材に

ついても、三明倉庫の保管容量を超える医療用資器材を備蓄し、今後増加する配送に対

応するため、これまで以上に迅速かつ安定して接種会場に補充できる体制を整える必要

が生じたために、医療用資器材の保管・仕分けおよび配送の業務を委託するものであ

る。 

  本業務においては、医療用資器材の保管・配送等を行う拠点を設置し、納入業者から

受入れた資器材を保管し、各接種会場からのオーダーに応じて週１回程度配送するな

ど、業務が広範囲に及んでおり、本市直営で実施することは合理的でなく、また、これ

らの業務は相関性が高いため、一括で運営業務を委託することが合理的である。 

  各集団接種会場における接種時間の拡幅および新たな集団接種会場の開設については、

市民への速やかな接種を推進するため６月 26日からの実施を予定しており、入札等を実

施した場合、同日からの事業が実施できず、市民の生命に大きな影響が生じることとなる。 

そのため、すでに配送等の体制を確保しており、現在、医療用資器材の各接種会場への

搬送を行っている事業者に委託することが本事業を安定的かつ円滑に遂行するために最

も合理的であることから、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06-6647-0813） 



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（城見ホール及びＯＣＡＴ会場） 

予診票確認等業務労働者派遣 

 

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ワクチン集団接種会場における予診票確認等業務を目的として、

令和３年５月 24 日付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追加案件であり、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、本件集団接種会場の追加に即座に対応可能である事業者は、唯一、当

該業者のみであるため、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号により、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 06-6647-0813） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

   高齢者施設入所者等への新型コロナウイルスワクチン接種事業業務委託 

（単価契約） 

 

２ 契約の相手方 

医療法人島田クリニック 

 

３ 随意契約理由 

本市における新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については対象者を医

療従事者から始め、現在は 65歳以上の高齢者の接種を進めているところである。 

特に高齢者接種については、国からの方針に基づき 7 月 31 日を接種目標に進め

ているところであり、そのうち高齢者施設（認知症対応型グループホーム・有料老

人ホーム等）の入所者のうち、入所施設において医師の確保が困難な施設(17施設)

については、巡回接種を行うことができる医療機関へ委託契約を締結し、接種機会

を設けるものである。 

これにより、巡回接種の公募を行ったところ、医療法人島田クリニック(1者)か

ら申し込みがあった。上記クリニックは多数の巡回接種の実績があり、対象施設に

おいて医師を確保し、施設へ巡回接種を行う能力を満たした診療所であることから

本業務について医療法人島田クリニックと特名による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感染症 PCR 検査場従事者派遣（概算契約 その３） 

 

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。 

 新型コロナウイルス感染症は第３波を終えた令和３年２月から３月にかけ

て受検者数も減少していたことから、令和３年４月には検査場の一部休廃止

の検討もなされていたが、その後第４波といわれる感染者の爆発的な増加に

見舞われ、本市が運営する検査場もゴールデンウイーク前後には過去最高の

受検者の対応を行うなど検査体制強化の必要がある状況であった。 

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５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がないことから、７月１日以降も現行の検査場による

検査体制を維持する必要がある。 

引き続き検査場を運営するにあたっては、検査場で従事する者が必要であ

るが、このような状況であることから、受検者数増減の推移を正確に予測

し、検査場の受検体制を中長期的に決定することが困難であることに加え、

競争入札により事業者を決定する場合、一旦、検査場を閉場する期間が生じ

ることとなり、市民の生命・身体に大きな影響を及ぼす恐れがある。 

７月１日から検査を開始するためには、７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４） 

 

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。 

 新型コロナウイルス感染症は第３波を終えた令和３年２月から３月にかけ

て受検者数も減少していたことから、令和３年４月には検査場の一部休廃止

の検討もなされていたが、その後第４波といわれる感染者の爆発的な増加に

見舞われ、本市が運営する検査場もゴールデンウイーク前後には過去最高の

受検者の対応を行うなど検査体制強化の必要がある状況であった。 

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５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、７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７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。 

７月１日から検査を開始するためには、７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医療相談等従事者派遣（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電話相談等従事者派遣（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） 


