
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にかかる自宅療
養者等への配食等サービス業務委託

13 その他代
行

生活協同組合おおさか
パルコープ

単価契約
14,997円

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 -

2
令和３年度大阪市感染症患者搬送等業務委
託

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２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

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２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２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（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２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２号
別紙のとおり -

12
令和３年度ナッジを活用した大腸がん検診モ
デル事業勧奨業務委託

13 その他代
行

ケイスリー株式会社 4,912,600 R3.7.9
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

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 -

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５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 

  新型コロナウイルス感染症にかかる自宅療養者等への配食等サービス業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  生活協同組合おおさかパルコープ 

 

３ 随意契約理由 

・新型コロナウイルス感染症患者のうち軽症者については、家庭内感染防止や症状急変

時の適時適切な対応が必要なことから宿泊療養を基本として、子育て等、家庭での特別

な事情があるときは自宅療養も差し支えないとしているが、その場合は、外出による感

染拡大の防止のため、買い物等の外出をせず自宅療養に専念できるよう、療養期間中の

食料品等の支援を行う必要がある。 

・昨年 11月に患者数が急増したため、可及的速やかに感染症まん延防止体制を構築する

必要があることから、令和３年１月 17日から業務委託により事業実施してきた。 

・その後、令和３年２月３日付で感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律が改正され、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られ

るようになり、令和３年６月末まで継続して実施することとした。 

・新型コロナウイルス感染症患者は依然として継続的に発生しており、再び増加する懸

念も強く、配食サービス事業を実施することで感染症まん延防止を行っていく必要が

あることから、令和３年７月～令和３年９月末まで引き続き本事業を実施するもので

ある。 

・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配食サービスの件数も

大幅に変動すること、②新型コロナウイルス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、事業の継続や実施期間、予定件数について

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。 

・商品のパッケージ化と配達を個別に委託する方法も検討したが、この事業におい

て、急激な配達数量の増減にも迅速に対応するためには物流センターと配送車の連

携が不可欠で、パッケージ化から配達までが一体の配食サービス業務であり、切り

離しての発注はできない。 

・以上のことから、事業時期及び期間の設定、配食サービスに係る商品調達及び配送

手段の確保及び入札価格の設定が困難であるため、入札による業者選定は不可能で

ある。 



・随意契約による事業者の検討にあたっては、本市における新型コロナウイルス感

染症の陽性者数は府下最多で、他都市と比べても圧倒的に多いため、配食サービス

にかかる食料品の充分な在庫を安定的に確保し、療養期間中に必要な分量の食料品

等をパッケージ化して、市内全域の各戸へ迅速に配送することが事業者に求められ

る。 

・ネット宅配を実施している複数のスーパーマーケット業者に検討を依頼したが、

スーパーの宅配は店舗在庫を配送するシステムであるため安定的な在庫確保が難

しく、配送についても店舗所在地周辺エリア内に限られるため市内全域への事業実

施は困難との回答であった。サービス利用者への公平性を保つためにも市内全域を

同一事業者で行う必要がある。 

・このような状況の中、①大阪府下広範囲にわたる戸別配送事業を行っており、大阪

市内全域への配送が可能であること。②食料品等の安定的かつ感染者数の急増に伴

う在庫確保も可能であること。③配送センターを所有しているため、パッケージ化

から配送まで一括して管理でき、業務の円滑な実施を確保できる業者であること、

以上から、当該事業を実施できるのは上記事業者しかないため、当該事業者と随意

契約を締結する。 

 ・なお、厚生労働省による事務連絡においても、「本配食サービスに係る配食事業者等と

の契約に関しては、都道府県等は、当該配食事業者等との間で、随意契約を締結するこ

ととして差し支えない」とされている。 

 

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 

健康局保健所感染症対策課新型コロナ感染症対策グループ 



  

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、令和３年６月末まで、中等症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「株式会社アンビュランス」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、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ことから現行の体制を強

化することは必須であるため、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２号 

   



  

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、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２号 



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。 

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。本市においては通所系に加え、訪問介護（ホー

ムヘルプサービス）等の支援を要する複数の介護者との接触機会が多い訪問系の施設等の

従事者も新たな対象にし、更に、生活保護法における保護施設についても、高齢者や基礎疾

患を有する者等、必要な入所者に対して介護サービスを実施しており、クラスター発生のリ

スク軽減を図るため対象に加える。 

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、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２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 

 

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 

 

  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から、予診票確認等業務について当該契約相手方と

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：06-6647-0813） 



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 随意契約理由書 

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から、会場予約受付等業務について当該契約相手方

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：06-6208－0810） 



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 

      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、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 

      支社長    久保井 和美 

 

 

３ 随意契約理由書 

  新型コロナウイルス感染症に関する医療相談等を目的として、令和２年４

月 20日付健契第 2000103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６月 30日付健契第 2000137号にて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、依然収束する見込みがない

ことから、引き続き自宅療養者に対する健康状態確認業務に対応するため派

遣契約を行う。 

 

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２） 

 

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、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 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 理事長  山西 弘一 

 

３ 随意契約理由 

一般財団法人阪大微生物病研究会について、令和２年５月時点において、PCR検査実施

件数の急増に伴い、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ため、厚生労働省から提供される「SARS-CoV-２拡散検出を受託可

能な民間検査機関の実施可能件数」にて確認できる民間検査機関のうち、本市の仕様での

契約が履行可能であることから特名により契約締結したものである。 

今回契約の相手方である阪大微生物病研究会は、今年度当初より本市との検査業務委託

契約の締結以降、変異株への置き換わりによる検査数の増加の際、速やかに検体の回収、

検査、結果の報告について安定した対応を継続しているが、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

びコロナ感染症のまん延については依然として予断を許さない状況にある。 

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、安定

した業務を継続するために新たな検査機関による業務実施は日程的に不可能な状況である。 

以上のことから、一般財団法人阪大微生物病研究会を特名し、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 

健康局保健所感染症対策課（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 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 

大阪第一営業所 所長 戎 剛正 

 

３ 随意契約理由 

株式会社ビー・エム・エルについては、令和２年 12月以後、波形を描くように新型コ

ロナの新規感染者が全国的増加傾向になり、本市でも検査の需要増加が見込まれ、PCR

検査実施件数の急増に伴い、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り、新たな検査機関の確保が必要となったため、大阪府の

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。 

今回契約の相手方である株式会社ビー・エム・エルは、今年度当初より本市との検査

業務委託契約の締結以降、変異株への置き換わりによる検査数の増加の際、速やかに検

体の回収、検査、結果の報告について安定した対応を継続しているが、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

増及びコロナ感染症のまん延については依然として予断を許さない状況にある。 

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、安

定した業務を継続するために新たな検査機関による業務実施は日程的に不可能な状況で

ある。 

以上のことから、株式会社ビー・エム・エルを特名し、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 

健康局保健所感染症対策課（ＰＣＲ検査グループ） 

電話番号 06‐6647-0769 

 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和３年度ナッジを活用した大腸がん検診モデル事業勧奨業務委託 

 

２ 契約の相手方 

ケイスリー株式会社 

 

３ 随意契約理由 

本市ではこれまで紙媒体を中心とした検診受診勧奨業務を行ってきたが、一定の効果を

あげてきたものの依然として低い受診率が続いている。その打開策として近年公共施策で

も様々な分野で取り入れられているナッジ（行動科学）を活用した事業を展開することと

した。しかしその効果を最大限発揮するための勧奨ノウハウを有していない状況にあり、

今回、民間が有するノウハウを活用することでさらなる受診率の向上や継続受診者の増加、

また、次年度以降のモデル事業の拡大や円滑な事業推進に寄与するものと考えられるため、

公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定することとした。 

学識経験者等の意見を聴取する選定会議において意見を聴取した結果、ケイスリー株式

会社からの提案が総合的に優れたものであるとのことであったため、その意見を踏まえ、

ケイスリー株式会社と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 

健康局 健康推進部 健康づくり課 成人保健グループ （電話：06‐6208‐9943） 



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・検討が容易である。 

（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。 

（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速やかにかつ正確に

対応が行える。 



（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、日本コンピューター株式会社は本件業務を行うことができる唯一の事業者である。 

 

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 

      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、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、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１） 

 

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２年 8月 6日付健

契第 2000173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と関連するものである。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ており、全国的に変異株

による新規陽性者数が増加している。そのため、入院宿泊オペレーター等業

務の体制強化を図る必要があるため、健契第 2000173号にて締結した事業者

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５号 

 

５ 担当部署 

   健康局 保健所 感染症対策課 （電話：06-6647-0739） 


