
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10階入院フォロー
アップ医師派遣（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

2,354,000 R3.11.1
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感染症宿泊療養業務等
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

8,401,800 R3.11.1
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７）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コン
シェルジュ

6,930,000 R3.11.1
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
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８）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コン
シェルジュ

30,731,250 R3.11.1
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電話相談等従事
者派遣(概算契約・その１１)

13 その他代
行

株式会社メディカル・コン
シェルジュ

77,752,345 R3.11.1
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
DV支援措置対象者情報の連携対応にかか
る予防接種台帳管理システム・医療費公費
負担システムの改修業務委託

10 情報処理
日本コンピューター株式会
社

3,300,000 R3.11.5
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 -

7
DV支援措置対象者情報の連携対応にかか
る住民基本台帳等事務システムの改修業務
委託

10 情報処理
株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ関西

2,351,404 R3.11.5
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 -

8
大阪市保健所執務室拡張（船場センタービ
ル）にかかる入退室管理システム設置・設定
業務委託契約

01 建物等各
種施設管理

株式会社クマヒラ 2,926,000 R3.11.17
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
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３】

01 建物等各
種施設管理

大阪廃棄物処理株式会
社

単価契約715
円外

R3.11.29
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
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３】

01 建物等各
種施設管理

株式会社共英メソナ
単価契約1,265

円外
R3.11.29

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
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 25,900,875 R3.11.30
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 -

１１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 10 階入院フォローアップ医師派遣（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 

      支社長    久保井 和美 

 

 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ことを目的として契約を

締結するものであり、令和３年４月 10 日付健契第 2100135 号にて地方

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る。新型コロナウイルス感染症について

は、減少傾向にあるものの依然収束する見込みがないことから、引き続

き、現在契約を締結している事業者と特名により契約を行う。 

 

 ４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

 ５ 担当部署 

   健康局 保健所 感染症対策課 （電話：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６） 

 

２ 契約相手方 

   株式会社メディカル・コンシェルジュ 

      支社長    久保井 和美 

 

３ 随意契約理由書 

  本件は、療養者に対して療養者情報システムへの入力や宿泊療養者へ連絡

を行うことを目的として契約を締結するものであり、令和３年７月 16日付

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

約を締結した案件の追加案件である。新型コロナウイルス感染症について

は、減少傾向にあるものの依然収束する見込みがないことから、引き続き、

現在契約を締結している事業者と特名により契約を行う。 

 

 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

   健康局 保健所 感染症対策課 （電話：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７） 

 

２ 契約相手方 

   株式会社メディカル・コンシェルジュ 

      支社長    久保井 和美 

 

３ 随意契約理由 

   新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査連絡調整を目的として、令和２年

７月 16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継続案件である。新型コロナウイルス感

染症については、減少傾向にあるものの依然収束する見込みがないことか

ら、ＰＣＲ検査連絡調整業務に対応する必要があるため、引き続き当該相

手方と契約を行う。 

 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

   健康局 保健所 感染症対策課 （電話：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８） 

 

２ 契約相手方 

   株式会社メディカル・コンシェルジュ 

      支社長    久保井 和美 

 

３ 随意契約理由 

  新型コロナウイルス感染症陽性告知後のヒアリングを目的として、令和２

年７月 16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る。新型コロナウイルス感染症につ

いては、減少傾向にあるものの依然収束する見込みがないことから、陽性告知後

のヒアリング、フォローアップに対応するため、引き続き現在契約を締結してい

る事業者と特名により契約を行う。 

 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

   健康局 保健所 感染症対策課 （電話：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１１） 

 

２ 契約相手方 

   株式会社メディカル・コンシェルジュ 

      支社長    久保井 和美 

 

３ 随意契約理由書 

  本件は、新型コロナウイルス感染症に関する電話対応を目的として、令和

2年 3月 11日付健契第 3100207号にて地方自治法施行令第 167条の２第 1項

第 5号、令和 2 年度は地方自治法施行令第 167条の２第１項第２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る。新型コロナウイル

ス感染症については、減少傾向にあるものの依然収束する見込みがないこと

から、現在契約を締結している事業者と特名により契約を行う。 

 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

   健康局 保健所 感染症対策課 （電話：06-6647-0739） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称  

DV支援措置対象者情報の連携対応にかかる予防接種台帳管理システム・医療費公費負

担システムの改修業務委託 

 

２ 契約の相手方  

日本コンピューター株式会社 

代表取締役 原田 栄一 

 

３ 随意契約理由 

予防接種台帳管理システム及び医療費公費負担システム（以下、「当該システム」とい

う。）は、①予防接種②特定医療費（指定難病）③小児慢性特定疾病医療費助成事業④未

熟児養育医療費助成事業の各事業について、対象者の接種状況や受給資格管理、医療費

の給付管理等を行うシステムである。 

本業務委託は、DV支援措置対象者情報の連携のため、住民基本台帳等事務システムと

のREF連携追加対応を実施するものである。 

当該システムにおいて、障がいが発生した場合、受給者等に多大な影響を及ぼす恐れ

があることから、当該システムに関する専門知識を有する者による作業が必要である。 

上記業者は、当該システムの開発元であり、専門知識を有する唯一の業者である。 

よって、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号により、上記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２号 

 

５ 担当部署 

健康局保健所管理課（保健事業グループ） （電話：06-6647-0923） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称  

DV支援措置対象者情報の連携対応にかかる住民基本台帳等事務システムの改修業務委

託 

 

２ 契約の相手方  

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 

代表取締役社長 古田 正雄 

 

３ 随意契約理由 

本業務委託は、住民基本台帳等事務システムから予防接種台帳管理システム及び医療

費公費負担システムへの、DV支援措置対象者情報の連携にかかるREF連携追加対応等を行

うものである。 

住民基本台帳等事務システムの各プログラム等の著作権については、一部が開発元で

あるエヌ・ティ・ティ・データ関西に留保されているため、同社が本業務を実施できる

唯一の事業者となる。 

よって、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号により、上記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２号 

 

５ 担当部署 

健康局保健所管理課（保健事業グループ） （電話：06-6647-0923） 



随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

   大阪市保健所執務室拡張（船場センタービル）にかかる入退室管理システム設置・設定 

  業務委託 

 

２ 契約の相手方 

   株式会社クマヒラ 

 

 

３ 随意契約理由 

本案件は、船場センタービル内に新設した保健所執務室に入退室管理システムの設置を行う

ものである。 

保健所では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大のたびに人員体制を強化してきた結果、

執務スペースが不足したため、船場センタービル空室を賃借し執務室の拡張を行った。 

   拡張された執務室で業務を行う場合、個人情報の取り扱いが必須であり、かつ、船場センタ

ービルでは一部物販フロアの転用で執務室としており、常に不特定多数の人が行き交う状況で

あることから、安全性が高く、オートロック及び暗証番号による解錠が可能な電気錠による入

退室管理システムの導入が必要不可欠である。 

上記業者は、令和 2年度保健所移転の際に既存の入退室管理システムの設置・設定を行って

おり、本業務を上記業者以外が実施した場合、不具合が生じた際の責任の所在が不明になるな

ど、著しい支障がでる恐れがあることから、特名により契約を締結するものである。 

 

 

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 

   大阪市保健所管理課（電話番号：06-6647-0696） 

 

 

 

（令和３年 10月29日契約事務審査会審議済み） 



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３】 

 

２ 契約の相手方 

大阪廃棄物株式会社 

 

３ 随意契約理由 

新型コロナウイルス感染症のＰＣＲ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る。 

現在、大阪市において市内5か所に検査場を設置しうち3か所は大阪市が運営しており、

市内に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。 

各会場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

にて格納後、業務委託にて収集・運搬・処分を行う必要がある。 

本来なら入札により業者決定を行うべきであるが、接種状況に対応し接種会場の開設や

閉鎖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であり、契約期間中の排出量が不明なため一般競争入札に付する期間

確保が不可能である。 

そもそも感染性廃棄物の処理については許認可制であり受諾できる業者は限られており、

各会場での廃棄物の排出が永続的ではないので、排出量の変動に対して速やかに対応でき

る業者はなお一層限られてくる。 

よって、上記業者であれば、本市との間で感染性産業廃棄物の収集運搬業務委託の契

約を締結しており、排出スケジュール等が不測な事態でも迅速かつ正確な対応を行っ

ており、また、新型コロナウイルスの PCR 検査や集団接種会場等で発生した感染症廃

棄物の処理も行っており、実績等もあり業務内容についても精通している安定的な対

応可能であるため引き続き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 

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）    

担当：勝田 森下 

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３】 

 

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ＰＣＲ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る。 

現在、大阪市において市内5か所に検査場を設置しうち3か所は大阪市が運営しており、

市内に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。 

各会場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

にて格納後、業務委託にて収集・運搬・処分を行う必要がある。 

本来なら入札により業者決定を行うべきであるが、接種状況に対応し接種会場の開設や

閉鎖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であり、契約期間中の排出量が不明なため一般競争入札に付する期間

確保が不可能である。 

そもそも感染性廃棄物の処理については許認可制であり受諾できる業者は限られており、

各会場での廃棄物の排出が永続的ではないので、排出量の変動に対して速やかに対応でき

る業者はなお一層限られてくる。 

よって、上記業者であれば、本市との間で感染性産業廃棄物の処分業務委託の契約を

締結しており、排出スケジュール等が不測な事態でも迅速かつ正確な対応を行ってお

り、また、新型コロナウイルスの PCR 検査や集団接種会場等で発生した感染症廃棄物

の処分も行っており、実績等もあり業務内容についても精通している安定的な対応可

能であるため引き続き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 

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）    

担当：勝田 森下 

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 

 

２ 契約相手方 

  株式会社パソナ 

 

３ 随意契約理由書 

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については、現在、株式会

社パソナと労働者派遣契約を締結し、民間従事者が行っている。 

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 11月 30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するため、現在契約を締結してい

る同社と地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２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２号 

 

５ 担当部署 

  健康局保健所感染症対策課（電話：06-6208－9796） 


