
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２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 -

6
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（追加）
（単価契約）

13 その他代
行

株式会社そごう・西武
単価契約
17,570円

R4.1.21
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
放射性物質簡易検査機器保守点検業務委
託

07 医療・理
化学機器保

守等
ＥＭＦジャパン株式会社 1,628,000 R4.1.24

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 -

9
令和３年度大阪市風しん抗体検査・予防接種
事業印字・封入封緘等業務委託（概算契約）

13 その他代
行

株式会社ディーエムエ
ス

8,778,000 R4.1.27
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 

 令和３年度 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、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、本市における新型コロナウイルス感染症対策を十分理解し、協力的に業務を遂行してい

る。以上の実績から、本市との連絡調整、緊急的な搬送作業指示においても円滑に対応する

能力があることが認められるため、同社と特名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 

      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、現在増加傾向にあり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１４） 

 

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、現在増加傾向にあり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 

      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、現在増加傾向にあり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にかかる自宅療養者等への配食等サービス業務委託（追加）

（単価契約） 

 

２ 契約の相手方 

  株式会社そごう・西武 

 

３ 随意契約理由 

 本業務については、新型コロナウイルス感染症患者のうち自宅療養者については、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ことから、業務委託により事業実施してきたが、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、今

後も引き続き実施することで、感染症まん延防止を行っていく必要がある。 

本業務の契約にあたっては、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高齢者層へは基より、若年

層へのワクチン接種も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困難で、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、その性質及び目

的が競争入札に適さない。 

今般、感染者数の急増に備えるため委託事業者を追加で契約する必要があることから、実

施可能な事業者をホームページで募集したところ３社から応募があり、栄養バランスや健

康への配慮などの食料品の内容、配送計画、類似業務の実績等の観点から総合的に選定した

結果、上記事業者の評価点が高く、①大阪市内全域への配送が可能であること、②健康栄養

に配慮した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パ

ッケージ化から配送まで一括して管理できることを満たすことから、特名随意契約を締結

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 

健康局保健所感染症対策課新型コロナ感染症対策グループ 



（様式２） 

特名随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

放射性物質簡易検査機器保守点検業務委託 

 

２ 契約の相手方 

ＥＭＦジャパン株式会社  代表取締役 谷口 順 

 

３ 随意契約理由 

（１）機種 

放射性物質簡易検査機器ＥＭＦ２１１型（ＥＭＦジャパン株式会社製）８台 

（２）随意契約理由 

平成 23 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震により、東京電力福島第一原子力

発電所事故に起因する放射性物質の環境汚染が発生した。そのため、厚生労働省

は食品衛生法の規定に基づき、食品に対する放射性物質の基準値を設定し、基準

値を超えた食品は違反食品として取り扱っている。大阪市では、市民の不安払拭

と食品の安全性を確保するため、平成 23 年 7 月からモニタリング検査を開始し、

また、平成 24 年 1 月からは保健所各生活衛生監視事務所（5 か所）、中央卸売市

場食品衛生検査所、中央卸売市場東部市場食品衛生検査所及び食肉衛生検査所に

放射性物質簡易検査機器を各々整備し、食品のスクリーニング検査を実施してい

る。 

当該機器は、食品中の放射性物質（γ線放出核種）を NaI（Tl）シンチレーシ

ョン検出器にて測定しており、放射性セシウムの測定下限値を 25Bq/㎏以下に維

持しながら測定する必要があるため、極めて精密に設計されている。また、当該

検査の結果は、食品の被収去者に検査成績書として発行しているほか、本市ホー

ムページを通じて市民に広く公開している。そのため、検査結果は慎重に取り扱

う必要があり、機器の性能が検査結果に反映されるので、定期的に点検及び校正

を行い検査の信頼性を確保する必要がある。よって、「大阪市が設置する食品衛生

検査施設における検査等の業務管理要領」第４条に基づく保守点検を実施する。 

当該機器はＥＭＦジャパン株式会社の独自技術により開発されたものであり、

同機器の販売、保守点検及び修理のすべてをＥＭＦジャパン株式会社のみが行っ

ている。よって、ＥＭＦジャパン株式会社以外では当該機器の保守点検を行うこ

とができないことから、今回、保守点検業務委託契約をＥＭＦジャパン株式会社

と締結することとする。 

 

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 

健康推進部生活衛生課（食品衛生グループ） 

（電話番号 06‐6208‐9991） 



 

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、生命に危

険が及ぶ可能性がある。そのため、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した。また、重症化リスクのある患者に対しては、優先して

ファーストタッチを実施し、入院・宿泊調整を行うこととした。SMS は携帯電話

所有者へ直接届き、到達率が高く、患者への連絡ツールとして最適であり、ファ

ーストタッチを効率的にするために、SMS配信システムを導入する。 

   事業者選定に当たっては、本市入札参加資格登録者の中から 3社比較し、価格

面で安価であること、送信可能文字数が最大 660文字、短期間で納入が可能であ

ることを条件に選定した結果、類似案件で契約実績がある上記事業者に依頼する

こととする。 

 

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 

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 

令和３年度大阪市風しん抗体検査・予防接種事業印字・封入封緘等業務委託（概算契約） 

 

２ 契約の相手方 

   大阪府門真市三ツ島 5丁目 36-1 

株式会社ディーエムエス 

取締役 執行役員 大阪支社長 坂本 清志 

 

３ 随意契約理由 

本事業は、風しん感染拡大防止のため、平成 31 年度から３年間の時限措置として、昭

和 37年４月２日から昭和 54年４月１日の間に生まれた男性を対象に、全国統一様式のク

ーポン券を発行した風しんの追加的対策として実施されてきた。 

しかし、最終年度である令和３年９月 22日に開催された厚生科学審議会感染症部会（以

下「審議会」という。）において、国が掲げていた目標（令和４年３月までに抗体検査 920

万人、予防接種 190万人）を達成することが困難な状況であることが明らかとなり、令和

４年度以降も事業継続に向けて検討すべきとの意見が出された。 

その後、令和３年 12月 17日の審議会で、事業の３年間の延長と令和４年度以降の取組

方針が示され、併せて、春の職場健診時に対象者へクーポン券が行き渡るよう、可能な限

り今年度中の再発行について要望を受けた。現在、対象の市民へ配布しているクーポン券

の有効期限は 2022 年３月と表記されており、クーポン券の利用を途切れることなく行う

ためにも、令和３年度末に対象者へクーポン券を送付する必要がある。 

以上より、緊急的に事業を実施する必要があるが、競争入札に付していては、本年度中

の発送ができず、風しん対策に支障をきたすため、クーポン券等発送物作成から封入封

緘・発送業務までの一連の業務を一体的に委託する方法により、公募型比較見積により最

も安価な応札を行った上記業者と、地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 5号に基づく

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（感染症グループ） 

電話番号 06‐6647‐0656 



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） 


