
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
大阪市新型コロナウイルス感染症検体搬送
用車両運行業務委託

13 その他代
行

株式会社新日本ツーリ
スト

3,847,480 R4.1.6
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ＰＣＲ検査陽性者
ヒアリング等従事者派遣（概算契約・その１
１）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

46,778,160 R4.1.6
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電話相談等従事
者派遣（概算契約・その１４）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

71,030,965 R4.1.6
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ワクチン追加接種にかか
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

1,914,000 R4.1.12
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 -

5
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10）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

2,772,000 R4.1.14
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 ＳＭＳ配信サービス提供 10 情報処理 日本テレネット株式会社 4,424,596 R4.1.24
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
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 27,423,000 R4.1.31
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 -

１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 

 大阪市新型コロナウイルス感染症検体搬送用車両運行業務委託 

（令和４年１月７日から令和４年１月 31日実施分及び令和４年１月８日から令和４年１月 31日実施分） 

 

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 

株式会社新日本ツーリストは、今年度当初から本市感染症対策課の入院・宿泊療養等調整 

  チームと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契約を締結し、感染者 

を入院宿泊施設、抗体カクテル療法実施施設へ搬送する業務を行っている。 

また、令和３年 12月 22日から令和３年 12月 31日まで本市感染症対策課のＰＣＲ検査受

診調整チームと大阪市新型コロナウイルス感染症検体搬送用車両運行業務委託契約を締結

し、検体回収搬送業務についても行っている。 

令和３年 12月 22日から令和３年 12月 31日までの検体回収搬送業務（公用車２台、感染

症対策課入院・宿泊療養等調整チーム借上げタクシー１台、感染症対策課ＰＣＲ検査受診調

整チーム借上げタクシー１台）については、公用車等の活用により実施してきたが、現時点

において、保健所で 1日あたりに回収可能な検体数を超え、必要な対応ができない見込みと

なっている。このため、今後更に増加すると予測される検体回収需要に対応するため、搬送

車両の体制を早急に強化する必要があることから、今般、新たに搬送用タクシー２台の借上

げ契約を行うものである。 

本来、本業務にかかる搬送業者の決定は競争入札により行うことが望ましいが、当該業務

については早急に搬送体制を強化する必要がある一方、準備期間も含めて入札を実施してい

ては市民の身体・生命に影響が及ぶ可能性がある。株式会社新日本ツーリストは大阪市新型

コロナウイルス感染症陽性等患者搬送等業務及び大阪市新型コロナウイルス感染症検体搬

送用車両運行業務において、既に本市の搬送業務を行っており、当該業者であれば本件業務

の仕様を十分理解しており、準備期間を必要とせず速やかに体制を構築の上、履行可能であ

る。以上のことから、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（ＰＣＲ検査受診調整チーム） 

   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１１） 

 

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、現在増加傾向にあり依然収束する

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電話相談等従事者派遣（概算契約・その１４） 

 

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、現在増加傾向にあり依然収束す

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追加接種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検査連絡調整等従事者派遣（概算契約・

その 10） 

 

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、現在増加傾向にあり依然収束す

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 

ＳＭＳ配信サービス提供 

 

２ 契約の相手方 

日本テレネット株式会社 

 

３ 随意契約理由 

保健所では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、感染ステ

ージ（新規感染者数）に応じた保健所体制と疫学調査の対応をあらかじめ定め、

先のステージを見越した体制整備に取り組んでいる。先般、第６波に向けた計画

を策定し感染状況により順次、保健所体制を増強してきたが、１月初旬以降、新

規感染者数が急増し想定を超える事態となったことから、患者へのファーストタ

ッチに遅れが生じるなど、保健所ではひっ迫した状況が続いている。 

このままでは、高齢者等重症化リスクのある患者の緊急時の把握にも遅れが生

じ、市民の生命・身体に大きな影響を及ぼす恐れがあることから、緊急時対応と

してファーストタッチを見直し、重症化リスクのない若年層の患者には SMS(ショ

ートメッセージ)を配信し、体調悪化時の緊急連絡先を案内するなど、必要な時に

患者から保健所へ連絡してもらう受動的対応へ変更する。また、重症化リスクの

ある患者に対しては、引き続き優先してファーストタッチを実施し、入院・宿泊

調整を行う。 

   契約相手方の決定は競争入札により行うべきであるが、早急に業務を開始する

必要があることから、本市入札参加資格登録者の中から３社比較検討し、最も安

価であった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 06‐6647‐3033） 



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１月 31 日までの契約期間であるが、各区役所にお

いては、ワクチンの追加接種（３回目接種）における接種券の発送による市民からの

問い合わせの増加や、新たに個別接種医療機関への空き状況の確認作業等などが想定

され、引き続き、それ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） 


