
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

2
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）

13 その他代
行

株式会社アンビュランス 22,770,000 R3.7.1
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 -

3
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３年７月か
ら９月実施分）

13 その他代
行

株式会社新日本ツーリ
スト

4,867,720 R3.7.1
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 -

4
高齢者施設等従事者へのＰＣＲ検査等業務
委託その２（単価契約）

13 その他代
行

合同会社Setolabo
単価契約3,182

円
R3.7.1

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・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

112,674,760 R3.7.1
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 -

6
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・その２）

13 その他代
行

株式会社パソナ 62,645,440 R3.7.1
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
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２）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

7,161,000 R3.7.1
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 -

8
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2）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

26,141,610 R3.7.1
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 -

9
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２）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

18,414,000 R3.7.1
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 -

10
新型コロナウイルスＰＣＲ検査業務委託（単価
契約）（その２）

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

R3.7.1
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 -

11
新型コロナウイルスＰＣＲ検査業務委託（単価
契約）（その２）

13 その他代
行

株式会社ビー・エム・エ
ル

単価契約9,900
円

R3.7.1
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 -

13
新型コロナウイルスワクチン予診票取込み等
にかかるシステム改修業務委託

10 情報処理
日本コンピューター株式
会社

3,828,000 R3.7.19
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３）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

4,840,000 R3.7.20
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

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１）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

1,560,900 R3.7.20
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   

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月から令和３年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。 

令和３年７月からの事業継続にあたっては、入札による業者選定の実施を検討したが、

①新型コロナウイルス感染症陽性者数の急激な増減に伴い、必要とする搬送車両の台数も

大幅に増減すること、②新型コロナウイルスの変異株の市中感染状況が不特定で今後の感

染者数への影響が全く予測できないこと、③高齢者へのワクチン接種が７月末までに、若

年層へのワクチン接種もその後に速やかに行われるよう進められており、進捗状況により

陽性者数が急減する可能性があること、④法律等の改正により新型コロナウイルス感染症

に関する取扱いについて変更される可能性があること、以上のことから先行きが読めず想

定が不可能で、事業の実施期間、予定台数について直前まで見極める必要があるため、入

札による契約手続きをとることができない。しかしながら中等症患者にかかる搬送体制に

ついては第４波レベルの新規感染者数の増加に備える必要がある。 

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３年７月１日から搬送業務を開始するためには、令和３年７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 案件名称   

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３年７ 

月から９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い、搬送体

制の強化を行った。 

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月からの事業継続にあたっては、入札による業者選定の実施を検討したが、

①新型コロナウイルス感染症陽性者数の急激な増減に伴い、搬送車両の台数を含め契約内

容を大きく変更する可能性があること、②新型コロナウイルスの変異株の市中感染状況が

不特定で今後の感染者数への影響が全く予測できないこと、③高齢者へのワクチン接種が

７月末までに、若年層へのワクチン接種もその後に速やかに行われるよう進められており、

進捗状況により陽性者数が急減する可能性があること、④法律等の改正により新型コロナ

ウイルス感染症に関する取扱いについて変更される可能性があること、以上のことから先

行きが読めず想定が不可能で、事業の実施期間、予定台数について直前まで見極める必要

があるため、入札による契約手続きをとることができない。しかしながら現在の搬送体制

を維持することは必須であるため、既に業務を実施できる体制を確保しており、現行の搬

送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、

本市が求める発注仕様書にて業務が遂行できる当該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 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２（単価契約） 

 

２ 契約相手方 

  合同会社 Setolabo 

 

３ 随意契約理由 

第４波による新型コロナウイルスの感染者数は減少傾向にあるものの予断を許さない状

況が続いており、高齢者施設を対象とするワクチン接種が７月末に終了する見込みである

が、ワクチン接種による効果を見極める必要があることや、国から集中的検査の延長の要請

がなされたことを踏まえて、令和３年９月末まで実施を延長することが決定した。 

加えて、これまでは高齢者・障がい者の入所施設における従事者を検査の対象としていた

が、国より検査の対象を、高齢者等が集まり介護等の支援を受ける場である通所系の施設等

の従事者にも拡大するよう要請がなされた。 

業者選定にあたっては、本来、委託事業者の決定は競争入札によることが望ましいが、

国からの集中的検査の延長要請や検査対象施設の追加要請が６月中旬になされたこともあ

り、その時点から競争入札を実施すると令和３年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。 

令和３年７月１日から検査を開始するためには、令和３年７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、事

業を中断することなく拡充実施分についての検査体制を速やかに確保するためには、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 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・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、各区における新型コロナウイルスワクチ

ン集団接種会場におけるワクチン接種については、令和３年７月においても引き続き実

施されることとしている。 

  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、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 

  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（概算契約・その２） 

 

２ 契約相手方 

  株式会社パソナ 

 

３ 随意契約理由 

本市では、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予約受付等業

務を行っている。 

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。 

新型コロナウイルス感染症については依然収束の見込みがないことから、各区に

おける新型コロナウイルスワクチン集団接種会場におけるワクチン接種を、令和３

年７月においても引き続き実施することが決定されたが、その時点から競争入札を

実施すると７月１日からの接種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日から接種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、現行接種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 06-6208－0810） 



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、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保健所・区健康管理等対応派遣(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ＰＣＲ検査陽性者ヒアリング等従事者派遣

（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、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２） 

 

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６月末日が履行期限となっているが、７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 PCR検査業務委託（単価契約）（その２） 

 

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６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年度６月以降、申込数

が減少しており、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予測が困難であり、依然とし

て予断を許さない状況にあることから、令和３年７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７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ワクチン予診票取込み等にかかるシステム改修業務委託 

 

２ 契約の相手方 

日本コンピューター株式会社 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、予防接種台帳管理システムの改修を委託するものである。 

予防接種台帳管理システムとは、委託医療機関等に対する予防接種委託料の支払い及び

個人の接種情報のデータ管理のために導入したもので、平成 25年 4月からの稼働である。 

予防接種台帳管理システムは、市民の安全に直結しており、システム障害など不具合が

生じた場合には、早急な復旧が不可欠である。その改修業務を委託するにあたり、受注者

は次の各要件を満たさなければならない。 

（１）安定的な運用 

予防接種台帳管理システムは市民の安全に直結した重要なシステムであるため、

業務に支障をきたさないよう、安定的な運用を担保すること。 

（２）効率的な仕様管理 

予防接種台帳管理システムの仕様を理解し、機能追加が生じた際にその調査・検

討が迅速かつ効率的に行えること。 

（３）障害発生時の迅速な対応 

障害発生時には早急な原因の見極めが行え、対応方法についての検討、実施が速

やかに行えること。また、改修が必要な場合はその作業が速やかに行えること。 

（４）的確で効率的な運用支援 

システムの詳細に関する問合せ対応やデータの調査が的確かつ迅速に行えること。 

 

予防接種台帳管理システムは日本コンピューター株式会社が開発したパッケージソフト

を一部カスタマイズしたものであり、開発当初から委託しており、本件業務は次の理由か

ら同社に委託することが不可欠である。 

（１） 日本コンピューター株式会社は予防接種台帳管理システムの設計・開発を行ってお

り、当初開発からの仕様の細部まで熟知し、これまでの制度改正の内容・経緯やそ

れに対するシステム改修状態も熟知している。そのため、機能追加や改修に際して

もその調査・検討が最も正確かつ迅速にできる事業者である。 

（２） 日本コンピューター株式会社は、障害発生時においても障害の現象からその原因調



査が容易に可能であり、復旧対応等も正確かつ迅速に行える事業者である。 

（３） 日本コンピューター株式会社は、問合せへの対応やデータの調査や修正にも最も速

やかにかつ正確に対応が行える事業者である。 

（４） 突発的な制度改正など早急に対応しなければならないような改修時に仕様変更を

行いながら、基盤・運用・業務保守を行い、システムを停止させることなく安定

的な運用を継続することは、開発、改修、運用を行ってきた当該業者でなければ、

正確かつ迅速に行うことは不可能である。 

 

以上のことから、本件業務は独自の技術により設計・制作したシステムで、設計・製作

した会社以外では技術面の対応が不可能であり、責任の所在が不明確になり、履行後の動

作保証ができないため、本件業務を行うことができる唯一の事業者である上記相手方と随

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感染症グループ（電話番号 06-6647-0953） 



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、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、現在も依然恒常的に発生し、全国

的に変異株による新規陽性者数が増加しており。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） 


