
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

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8）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

85,774,755 R4.2.1
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宿泊療養業務等
派遣（概算契約・その9）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

8,990,520 R4.2.1
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電話相談等従事
者派遣(概算契約・その１5)

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

166,603,291 R4.2.1
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PCR検査連絡調
整等従事者派遣（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

10,780,000 R4.2.1
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ＰＣＲ検査陽性者
ヒアリング等従事者派遣（概算契約・その１
２）

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

74,215,680 R4.2.1
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第一入院患者待
機ステーション運営事務補助従事者派遣

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

5,046,473 R4.2.6
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 -

8
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１6)

13 その他代
行

株式会社メディカル・コ
ンシェルジュ

1,664,960 R4.2.9
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 -

10
HER-SYS（新型コロナウイルス感染者等情報
把握・管理システム）患者情報登録センター
運営業務委託

13 その他代
行

株式会社エヌ・ティ・ティ
マーケティングアクト

55,059,537 R4.2.18
地方公共団体の物品等又は特定

役務の調達手続の特例を定める政
令第１１条第1項

別紙のとおり ○

２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保健所・区健康管理等対応派遣(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 

 

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、感染者数が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宿泊療養業務等派遣（概算契約・その９） 

 

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、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１５） 

 

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感染症 PCR検査連絡調整等従事者派遣（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 

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１２） 

 

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第一入院患者待機ステーション運営事務補助 

従事者派遣 

 

２ 契約相手方 

   株式会社メディカル・コンシェルジュ 

 

３ 随意契約理由 

  本件は、大阪市内で入院を必要とする新型コロナウイルス感染症患者（以下

「患者」という。）が増加し、患者の入院先医療機関の選定が長時間に及ぶ場

合において、患者に対して必要に応じた適切な処置を施し、もってその間の患

者の症状悪化を抑制するとともに、大阪市が行う患者の移送に係る対応の長時

間化を解消して市民の救急需要に適切に対応できる体制を維持するために設

置された第一入院患者待機ステーション（以下「待機ステーション」という）

の運営事務補助を行うものである。 

  今回の運営事務補助については、セールスフォース（大阪府所管）やハーシ

ス（厚生労働省所管）といった医療系システムへの入力が必要となり、入力の

原稿となるフォローアップシートや発生届についても医療的内容が多く、入力

する者については医療の専門的な知識・経験が求められることから、これらの

知識等を持った人材を多く抱える医療分野に特化した派遣サービスを行う派

遣会社へ依頼することが最も適切・合理的である 

また、全国的に感染者の増減の波があり、全世界的に跨り人流の交流があ

ることにより変異株の発生による感染者増大も見込まれ次の波も懸念される

など、事態収束の目処が立たないため、市民の救急需要に円滑・迅速に対応

できる体制を早急に確立する必要がある。 

このような状況にあることから、待機ステーションを円滑・迅速に運営する

うえで、本市においてハーシス等のシステム入力及び入院フォローアップ業務

の実績があるなど、依頼後即座に本業務に対応できることが求められる。 

このため、本来であれば、競争入札を実施の上、契約相手方を決定すべきと

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、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 06-6647-1016） 



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１６） 

 

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 

HER-SYS（新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム）患者情報登録センター

運営業務委託 

 

２ 契約の相手方 

   株式会社エヌ・ティ・ティマーケティングアクト 

 

３ 随意契約理由 

本案件は、医療機関から提出される「新型コロナウイルス感染症発生届（以下「発生届」と

いう。）」を基に、HER-SYS（（新型コロナウイルス感染者等情報 把握・管理システム）（以

下「システム」という。）へ患者情報の登録を行うものである。 

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対応してきた

が、年明け以降の新規感染者の爆発的増加およびシステムの不具合等により、患者情報登録

が滞り、一時は 1万 2,700人分のシステム計上が遅れる結果となった。 

患者情報の登録が滞るということは、保健所における感染者対応が開始されることがない

ため、重症化リスクをかかえた感染者の状況や容態悪化を把握することができず、感染者

の生命にかかわる重大な問題である。 

問題を迅速に解決し、かつ患者情報の登録を滞りなく行うことは保健所の責務であることから、

保健所の一部の行政サービスを停止させ、健康局内の新型コロナウイルス感染症対策にかか

る応援業務のすべてをシステム入力業務へ集結させることで、滞りを解消するべく対応してきた。 

しかし、未だ新規感染者数は減少傾向になく、入力業務への応援体制の集結を長期間続け

ることは不可能であり、現状停止している保健所の行政サービス以外にも健康局の行政サービ

スを停止しなければならないこととなる。 

以上のことから、患者情報の登録を外部委託することで事態の改善を図ることは必要不可

欠である。 

業者選定にあたっては、競争入札によることが望ましいが、可及的速やかに対応しなければ、

市民生活に支障をきたし、市民の生命、身体に大きな影響を及ぼす恐れがある。 

本案件は、医療機関が作成した発生届の記載内容について単純に登録処理を行うものでは

なく、処理の可否や判断について一定の知識を要するものであるが、上記業者は国が構築した

VRS（ワクチン接種記録システム）データ入力業務の受注実績を有しており、業務を迅速かつ確

実に履行するには上記事業者以外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 

   地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11条第１項 

 

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対策グループ） 

（電話番号：06-6647-0812） 


