
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ワクチン集団接種会場
（難波ＯＣＡＴ３階集団接種会場）設置に伴う
賃貸借契約

12 賃貸
株式会社湊町開発セン
ター

9,933,000 R3.8.1
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 -

2
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３)

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

41,493,210 R3.8.1
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感染症PCR検査連絡調
整等従事者派遣（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

8,951,250 R3.8.1
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 -

4
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 65,721,975 R3.8.1
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 -

5
新型コロナウイルス感染症　疫学調査業務従
事者派遣（概算契約）

13 その他代
行

株式会社スーパーナー
ス

5,101,250 R3.8.1
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 -

6
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２）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

9,648,595 R3.8.1
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検査陽性者
ヒアリング等従事者派遣（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

52,377,600 R3.8.1
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
令和３年度新型コロナ感染症にかかる感染
性産業廃棄物収集運搬業務委託（単価契
約）（その２）

13 その他代
行

大阪廃棄物処理株式会
社

単価契約715
円外

R3.8.1
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 -

9
令和３年度新型コロナ感染症にかかる感染
性産業廃棄物処分業務委託（単価契約）（そ
の２）

13 その他代
行

株式会社共英メソナ
単価契約1,265

円外
R3.8.1

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 -

10
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６)

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

100,341,173 R3.8.1
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 -

11
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３）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

3,972,375 R3.8.1
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 -

12
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・
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

28,424,550 R3.8.1
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

13
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３）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

4,836,480 R3.8.1
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 -

14
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３）

13 その他代
行

株式会社パソナ 3,203,200 R3.8.1
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 -

15
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７)

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

54,729,808 R3.8.5
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
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４）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

1,925,000 R3.8.12
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検査陽性者
ヒアリング等従事者派遣（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

11,554,950 R3.8.12
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 -

18
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３）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

1,402,500 R3.8.12
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 -

19
新型コロナウイルスワクチン集団接種会場接
種等業務委託（城見ホール集団接種会場ほ
か５会場）（概算契約）

13 その他代
行

公益社団法人　大阪府
看護協会

372,713,385 R3.8.23
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 -

20
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４)

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

4,026,412 R3.8.23
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月
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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ワクチン集団接種会場（難波ＯＣＡＴ３階集団接種会場）設置に伴う賃貸借

契約 

 

２ 契約相手方 

   株式会社湊町開発センター  

 

３ 随意契約理由 

   本市における新型コロナウイルスワクチン接種については、令和３年５月 24 日

より、まずは高齢者を対象に開始してきたが、今後、ワクチン接種対象者の年齢は

順に引き下げられ、休日の接種を希望する現役世代が対象となることや、かかりつ

け医等がいない市民に対する接種の場を確保する必要があることから、新型コロナ

ウイルスワクチンの迅速かつ適切な接種を推進するには、ターミナル駅周辺等利便

性の高い場所に接種会場を設置する必要がある。 

接種会場の確保については、会場を早急に決定し体制整備を行う必要があり、施

設を確保できなければ、接種事業に支障が生じ、市民の生命・健康に影響が生じる

可能性がある。 

そのうえで、多数の方が受付、診察、接種、接種後の待機を行う必要があること

から、一定の規模の施設が必要であること、かつ、一定期間の確保ができることが

求められる。 

大阪シティエアーターミナルビルは、ターミナル駅であるＪＲ難波駅に直結し、

大阪メトロ、近鉄及び南海の各路線のなんば駅に隣接している利便性の高い商業ビ

ルであり、また、週に最大 4,000人規模の接種能力を有する会場を４カ月間にわた

り確保できる施設であり、上記の条件を満たしていることから、集団接種会場にお

けるワクチン接種の再開に備え、大阪シティエアーターミナルビルを管理する上記

契約相手方と賃貸借契約について、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：06-6208-7623） 



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検査連絡調整等従事者派遣（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 

  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） 

 

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新型コロナウイルスワクチン接種に関する電話対応 

③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 

当該派遣契約については、本年７月 31 日までの契約期間であるが、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、各区役所においてはワクチン接

種に関する市民からの問い合わせ等が続いており、本業務に従事する人員が必要とな

っている。 

ついては、上記業務を行う従事者を継続して派遣しなければ、ワクチン接種にかか

る迅速な対応が行えず、ひいては市民の生命・健康等に大きな影響を及ぼすおそれが

ある。 

このため、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、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 06-6208－9796） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

   新型コロナウイルス感染症疫学調査業務従事者派遣（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の感染状況は、7月 1日時点では市内の新規感染者

数は 50名と落ち着いていたが、7月 26日には新規感染者数が 170名を超え、既

にファーストタッチ体制に移行しており、今後短期間のうちには第５波のピー

クを迎えることが想定される。 

 疫学調査業務における看護師派遣は株式会社メディカル・コンシェルジュと

契約していることから、同社へ大幅増員を依頼し人員確保に尽力いただいてい

たが、昨今かつてないほどに看護師需要が高まり、時給も高騰している状況下、

想定通りに人員確保が進まなかった。 

そこで、メディカル・コンシェルジュの派遣単価を一時的に増額することとし

たが、近々の日程については要請人数を確保しきれない懸念が高かったため、近

日中の人員不足を補うため、他の派遣会社の介入を求める必要性が高まった。 

 

保健所では、新型コロナ対応のうちＰＣＲ検査場での検体採取業務に従事す

る看護師を株式会社スーパーナースより派遣を受けている。 

同社に確認すると、ＰＣＲ検査場業務と同じ条件で人員確保できるとの回答

であった。 

本業務については、準備期間を含めて入札を実施した場合、必要な人員を確保

できる時期を逃してしまい、人員を確保できない場合、市民の身体・生命に影響

を及ぼす可能性がある。 

以上のことから、今回、疫学調査業務従事者派遣業務については、随意契約に

より株式会社スーパーナースと契約を締結する。 

 

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宿泊療養業務等派遣（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、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 

令和３年度新型コロナ感染症にかかる感染性産業廃棄物収集運搬業務委託 

（単価契約）（その２） 

 

２ 契約の相手方 

大阪廃棄物処理株式会社 

 

３ 随意契約理由 

現在、新型コロナウイルス感染症の行政検査の検査場を市内に５か所設置し、うち３か

所を大阪市が運営しており、５月 24日より各区においてワクチン集団接種会場を設置し予

防接種を実施している。 

新型コロナウイルス感染症の行政検査やワクチン接種を行う際に使用した感染予防のた

めの防護具（N95マスクやガウン、手袋等）やワクチン接種用品(使用済の注射針や注射筒、

綿花等)については、感染性廃棄物として適切に処理する必要があり、各会場並びに施設に

て発生した感染性廃棄物は、排出時の感染防止のため、専用の廃棄物格納容器で格納後、

収集運搬・処分を適切に行わなければならない。 

 

業者選定にあたって、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

接種拡大について要望に対応し、接種会場の増加や接種数の増加等計画が随時変更されて

おり、直近のスケジュールしか見込が立たず、契約期間中の排出量が算定できない状況の

中、令和３年８月以降も途切れることなく業務を継続させることが必要との判断がなされ

た。その時点から準備期間を確保した上で競争入札を実施すると８月１日からの感染性廃

棄物の適切な処理ができなくなり、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８月１日からの感染性廃棄物を適切に処理するため、特別管理産業廃棄物（収

集・運搬）の登録種目があり、本市の感染性産業廃棄物の収集運搬業務を履行している上

記業者と契約を締結する。 

 

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（新型コロナウイルス感染症グループ）    

電話番号 06-6647-0739 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和３年度新型コロナ感染症にかかる感染性産業廃棄物処分業務委託 

（単価契約）（その２） 

 

２ 契約の相手方 

株式会社共英メソナ 

 

３ 随意契約理由 

新型コロナウイルス感染症の行政検査やワクチン接種を行う際に使用した感染予防の 

ための防護具（N95 マスクやガウン、手袋等）やワクチン接種用品(使用済の注射針や注

射筒、綿花等)については、感染性廃棄物として適切に処理する必要があり、各会場ならび

に施設にて発生した感染性廃棄物は、排出時の感染防止のため、専用の廃棄物格納容器で

格納後、収集運搬・処分を適切に行わなければならない。 

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

クチンの接種状況や追加接種の動向等により集団接種会場数の確定や見込算出量は直近に

ならないと算出できない状況であり、その状況が判明した時点から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８月１日からの感染性廃棄物の適切な処理ができなくな

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８月１日からの感染性廃棄物を適切に処理するために、大阪市の入札参加資格

の特別管理産業廃棄物（処分）の種目登録があり、本市の感染性産業廃棄物の処分業務を

履行している上記業者と契約締結する。 

 

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 

健康局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 06-6647-0739 



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６） 

 

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） 



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 

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 

 

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

（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ワクチン管理等

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８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８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。 

８月１日から接種を開始するためには、８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 06-6647-0813） 



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 予診票確認等業務労働者派遣（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 

 

  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再追加案件であり、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８月において

も引き続き実施される。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３） 

 

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８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８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。 

８月１日から接種を開始するためには、８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 06-6647－0810） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

新型コロナウイルス感染症電話相談等従事者派遣（概算契約・その７） 

 

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、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 PCR検査連絡調整等従事者派遣（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、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ＰＣＲ検査陽性者ヒアリング等従事者派遣

（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、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ワクチン集団接種会場接種等業務委託（城見ホール集団接種会場ほか

５会場）（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、令和3年8月

より新たに供給されるアストラゼネカ社の新型コロナワクチン集団接種会場を設置すること

となり、令和3年9月からは、インテックス大阪に代わってターミナルの4会場でモデルナ社

の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。 

本契約は、ワクチン接種に必要な看護師を確保し、接種等の業務を委託するものである

が、新型コロナウイルス感染症のまん延の防止等の観点から、直ちにワクチン接種業務を開

始しなければならず、緊急に契約を締結する必要があり、競争入札の方法による手続きをと

ると、その時期を失し、あるいは契約の目的を達することができなくなってしまう。なお、

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との考え方が示されているところである。 

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 

  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） 


