
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
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

2,060,370 R3.9.1
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PCR検査連絡調
整等従事者派遣（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

11,550,000 R3.9.1
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検査陽性者
ヒアリング等従事者派遣（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

62,414,550 R3.9.1
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宿泊療養業務等
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

11,441,100 R3.9.1
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８)

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

156,583,537 R3.9.1
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感染症保健所・区健康管
理等対応派遣(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

51,965,925 R3.9.1
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
大阪市予防接種台帳管理システムＢＣＧ個別
接種併用対応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

1,980,000 R3.9.1
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
保健管理システムにおける成人健診ＰＨＲ副
本登録対応業務委託

10 情報処理
日本コンピューター株式
会社

11,022,000 R3.9.1
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ワクチン集団接種会場
（心斎橋ビッグステップ）設置に係る区画一時
使用許可

12 賃貸 株式会社三栄建設 17,075,936 R3.9.10
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
令和３年度大腸がん検診事業業務委託（概
算契約）

13 その他代
行

医療法人　健康支援三
恵

8,547,000 R3.9.15
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
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 2,530,000 R3.9.16
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
大阪市保健所執務室拡張（船場センタービ
ル）にかかる情報通信設備改修業務委託

01 建物等各
種施設管理

株式会社日立製作所 2,197,800 R3.9.17
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 -

９月

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
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 契約名称   

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

９月追加実施分） 

 

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月からの事業運営にあたっては、引き続き業務遂行ができる「株式会社新日

本ツーリスト」と随意契約を行ったが、令和３年７月下旬より新規感染者が急激に増え緊

急事態宣言が本市でも発令された（第５波）。今回の第５波は第４波に比べて主に軽症者が

多く、入院する場合も搬送車両の乗車について介助等必要がない感染患者が多い傾向であ

るため、本契約で実施している搬送事業の必要性が高いところである。 

しかしながら、今回の新規感染者の急激な増加に伴い軽症者用である本契約車両１台で

は賄えることができないため、大阪府の車両や中等症（軽症含む）用車両を総出で搬送し

ているが、入院先の指定時間に搬送できないなどの支障が生じてきている。 

以上のことから、時機を失することがないよう早急に搬送体制の改善を行うため軽

症者等患者を搬送対象者としている本業務委託契約の追加車両（１台）分を「株式会

社新日本ツーリスト」と随意契約を行う。 

 

 ４ 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 



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５） 

 

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ＰＣＲ検査陽性者ヒアリング等従事者派遣

（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 

      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感染症宿泊療養業務等派遣（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、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電話相談等従事者派遣（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、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 

  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５) 

 

 

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 

大阪市予防接種台帳管理システムＢＣＧ個別接種併用対応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結核グループ（電話番号 06-6647-0653） 



随意契約理由書 

１ 案件名称 

保健管理システムにおける成人健診 PHR副本登録対応業務委託 

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 

保健管理システムは、成人に対する健康診査や各種がん検診、保健・栄養指導等の

保健業務を住民基本台帳等事務システムのデータを活用し、総合的に支援管理するとと

もに、地域の公衆衛生の向上に関する様々な事業の企画・立案に活用することで、市民

に対してより効果的な保健サービスを提供することを目的としたものである。 

本業務委託は、国がＰＨＲ(ﾊﾟｰｿﾅﾙ・ﾍﾙｽ・ﾚｺｰﾄﾞ)【個人の健診結果等の健康等情報

を電子記録として本人等が正確に把握するための仕組み】の推進を図るため、令和４年

を目途にマイナンバー制度を活用して、マイナポータルでの閲覧や自治体間での情報

連携を開始するにあたり、自治体中間サーバに副本登録の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、市民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 

健康局保健所保健医療対策課（保健情報グループ）（電話：０６－６６４７－０６８５） 



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（心斎橋ビッグステップ）設置にか 

かる区画一時使用許可契約 

 

２ 契約相手方 

   株式会社三栄建設  

代表取締役 青山 浩章 

 

３ 随意契約理由書 

   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集団接種を開始してきたが、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。 

当該施設については、難波駅や心斎橋駅などに近く、繁華街の中心に位置し、若

者や仕事帰りの会社員等が立ち寄りやすく、ワクチン接種会場となることによりワ

クチン接種について若い世代への周知及び理解につながると考えられる。 

また、週に最大６,０００人規模の接種能力を有する会場を約３か月使用できる

施設であり、集団接種会場としての利用に適していると判断し上記相手方と特名に

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 

   健康局保健所感染症対策課（電話：06-6208-8103） 



随意契約理由書 

 

1. 案件名称 

令和３年度大腸がん検診事業業務委託（概算契約） 

 

2. 契約の相手方 

医療法人健康支援三恵 

 

3. 随意契約理由 

（1）業者選定理由 

本案件については、令和３年９月２日付、契約管財局において事後審査型制限付一

般競争入札の開札を行ったところ、２業者の応札があり、１回目の入札で応札額が予

定価格を上回っていたため、同日に２回目の入札を行ったが予定価格を下回る応札が

なく、最低応札価格業者と価格交渉を行ったが整うことなく不調となった。 

応札額が予定価格を上回った主な原因としては、新型コロナウイルス感染症第５波

の影響を受け、予定価格決定のために下見積もりを徴取した令和３年５月末から数か

月の間に医療従事者を取り巻く環境が大きく変化し、人件費が高騰したことが挙げら

れる。 

上記の理由により予定価格を変えずに再入札を試みることは意味がないと考えら

れ、予定価格を再設定したうえでの再入札及び比較見積もりを実施することも、検診

開始日（令和３年９月 29日）までの期間はわずかで、検診の事前準備期間を考慮す

ると不可能である。また、検診開始日を後ろ倒しに見直すことも、既に市民周知実施

済であることから採択できない。 

また、本件では前回入札参加者の内、最低応札業者の医療法人健康支援三恵との契

約を検討することが最も合理的であると考えられ、調整の結果業務の履行が可能であ

るとの回答が得られた。 

したがって、本案件については、最低応札価格業者である医療法人健康支援三恵と地

方自治法施行令第 167条の２第１項第２号に基づく随意契約を締結する旨を令和３年

9月 7日実施の契約事務審査会にて決定した。 

 

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) 

 電話番号：06－6208－9969 

 



随意契約理由書 

  

 

１ 契約名称   

令和３年度大阪市感染症患者搬送等業務委託（令和３年９月 16 日から令和３年 10

月 31日追加実施分） 

 

２ 契約の相手方 

株式会社アンビュランス 代表取締役 畔元 隆彰 

 

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。 

・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、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月からの事業運営にあたっては、引き続き業務遂行ができる「株式会社アン

ビュランス」と随意契約を行ったが、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との理由により現行の体制（３台から４

台）を強化してきたところである。 

・令和３年７月下旬より新規感染者が急激に増え緊急事態宣言が本市でも発令され（第５

波）病床数もさらに確保された。今回の第５波は第４波に比べて主に軽症者が多く、入

院する場合も搬送車両の乗車については介助等の必要がない感染患者が多い傾向である

ため、軽症者用車両（他事業者と契約）を使用するところであるが、今回の新規感染者

の急激な増加に伴い軽症者用の契約車両のみでは賄うことができないため、本契約車両

や大阪府の車両を依頼し総出で搬送しているものの、入院先の指定時間に搬送できない

などの支障が生じてきており、全ての車両が埋まっている場合は大阪市消防局救急部救

急課（救急隊）に依頼し協力をお願いしているところである。 

・そのような中、令和３年９月初旬頃より新規感染者が減少傾向となり、入院を要する陽

性患者についても減少していくことが見込まれる。しかし、第５派で急激に増えた際の

入院待機中の患者がいまだ多数おり、緊急事態宣言解除後のリバウンドを懸念されるこ

とと新たにワクチン接種者の行動緩和も検討されているため、今後の新規感染者数を想



定することができない状況である。 

・また、現在重症化防止の抗体カクテル療法を大阪府では利用拡大を進めており、その中

の「短期入院型医療機関（医療機関に入院）」「外来抗体カクテル療法」についての陽性

患者の移動手段は、本市車両を使用する場合があり、引き続きカクテル療法を進めてい

ることから搬送回数の増加が想定されることや、近日中に大阪府が大阪市住之江区に開

設を目指している「臨時医療施設」についての病床が軽症者だけでなく中等症患者の病

床も予定されているため、独歩困難な中等症患者も搬送できる本契約車両の搬送回数も

増加する可能性がある。 

・以上のことから、新規感染者が減少傾向にあるものの搬送回数の増加が懸念されるため、

中等症患者（軽症者含む）を搬送対象者としている本業務委託契約の追加車両（１台）

分を「株式会社アンビュランス」と随意契約を行い搬送車両の体制強化を図る。 

 

 ４ 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号 



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）にかかる情報通信設備改修業務委託 

 

 

２ 契約の相手方 

   株式会社日立製作所 

 

 

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大阪市情報通信ネットワーク整備

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、業務用PCを使用するため、大阪市情報通信ネットワー

クが必要不可欠であり、新規感染者数拡大に備え執務室の整備は一刻も早く行わなければなら

ない。 

上記業者は、令和 2年度保健所移転の際に既存のネットワーク整備・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5号 

 

 

５ 担当部署 

   大阪市保健所管理課（電話番号：06-6647-0696） 


