
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ＰＣＲ検査業務委託（単価
契約）（その２）

13 その他代
行

公立大学法人大阪
単価契約9,350

円外
R4.10.1

地方自治法施行令
第167条の２第１項第６号

別紙のとおり -

2
新型コロナウイルス感染症に係る地域外来・
検査センター運営事業業務委託（その５）

13 その他代
行

地方独立行政法人大
阪市民病院機構

18,895,530 R4.10.1
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に係る地域外来・
検査センター運営事業業務委託（その６）

13 その他代
行

社会医療法人きつこう
会

9,664,068 R4.10.1
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 衛生管理システム運用保守業務委託 10 情報処理
日本コンピューター株
式会社

1,210,000 R4.10.31
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 -

5
新型コロナウイルス感染症医療費公費負担
関係業務委託（概算契約）（その２）

13 その他代
行

アデコ株式会社 28,880,890 R4.10.31
地方自治法施行令

第167条の２第１項第６号
別紙のとおり -

１０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４年度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 

公立大学法人大阪 

 

３ 随意契約理由 

本市において新型コロナウイルス感染症にかかる行政検査を実施するにあたり、唾液

採取が困難な高齢者や乳幼児等の受検者に対し、近接する公立大学法人大阪の敷地内に

医師による鼻咽頭ぬぐいができる検査場を設置し、大阪市保健所が医療法に基づく巡回

診療の届出を行い、検査を行っている。 

また、厚生労働省は、懸念される変異株が新たに発生した場合の早期探知を強化するた

め、自治体に対して変異株ＰＣＲ検査の体制整備を求めており、本市においても新型コロ

ナウイルスＰＣＲ検査で陽性判定となった検体に対し、速やかに変異株ＰＣＲ検査を実

施できる体制を整備してきた。 

これまで第７波が発生するなど新型コロナウイルス感染症の終息の見通しが立たない

ことから、引き続き検査場の運営維持のため、10 月以降の契約の締結に向けて検討をす

すめてきたが、感染拡大の当初と比較し、診療・検査医療機関の充実や検査キットによる

自己検査体制等、一定の整備が図られており、検査場における検査件数が大きく増加して

いないことと国の全数把握の見直しに伴い、検査場としての役割を終えたとの結論に至

り、令和４年 10月 31日をもって、全ての検査場を閉鎖することとなった。 

令和４年 10 月 31 日までの限られた期間の検査体制を維持するにあたり、鼻咽頭ぬぐ

いによる検体採取を行う医師の配置と速やかなＰＣＲ検査及び変異株ＰＣＲ検査の実施

体制を確保するうえで準備期間及び体制確保が不要である契約履行中の同団体と契約す

ることが有利と認められるため、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６号 

 

５ 担当部署 

大阪市保健所感染症対策課 （電話：06-6647-0769） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

地域外来・検査センター運営事業業務委託 

 

２ 契約の相手方 

地方独立行政法人 大阪市民病院機構  

 

３ 随意契約理由 

令和２年４月、厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、保健所及び医療機

関の負担が増加する中、検査体制の拡充と検体採取体制の充実を図るため、それまで一般

の医療機関が保健所に連絡し、保健所が「帰国者・接触者外来」を設置する医療機関と受診

調整を行い、ＰＣＲ検査を実施する運用であったものから、保健所を経由することなく、一般の

医療機関と、受診調整から診療、検体採取及び検査までの流れを一体的に運用が可能な医

療機関との間で直接連絡調整することにより、発生から陽性者の確定診断までの時間を大幅

に短縮することを可能にする「地域外来・検査センター」（以下、「地外検」という。）という仕組

みを示した。 

大阪府は、大阪府医師会とも協議し、この地外検を府内の保健所管内毎に１か所以上の

設置を目指し、実施する医療機関の地域性や市区医師会との連携、医療機能等を考慮しな

がら、個別に医療機関と交渉を行い、令和２年７月より運用が開始された。 

令和２年度においては、大阪府が大阪市域に設置する地外検を含め各医療機関と委託契

約を締結し、本市は分担金として費用負担をしてきたが、令和３年度以降、大阪市域に設置

する地外検については、本市が直接各医療機関と委託契約を締結することとなり、現在に至

っている。 

新型コロナウイルスにかかる検査体制については、これまで「診療・検査医療機関」の構築

など様々な拡充が図られているものの、その感染状況は拡大と縮小を繰り返し、令和４年７月

中旬からの第７波と見られる感染状況においては、これまでの最大の感染者数を更新する状

況に至っており、未だ収束が見通せない中、本市の検査体制を支える基盤としての地外検を

継続して設置する必要がある。 

本件の契約相手方である地方独立行政法人 大阪市民病院機構（大阪市立十三市民病

院）は、本事業の開始当初より主に大阪市の北部地域を担当する地外検として設置・運用さ

れてきた医療機関である。 

 



上記相手方は淀川以北唯一の公立病院であり、従前より大阪市北部地域の医師会並びに

医療機関との連携体制が確立されているとともに、新型コロナウイルス感染症重点医療機関と

しても指定を受けていることから、大阪府全域の新型コロナウイルス対策に係る中心的な医療

機関として運営されており、当該業務を可能とする十分な体制がすでに確立されている。これ

ら全てを満たす者は上記の相手方のみである。 

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２号 

 

５ 担当部署 

大阪保健所感染症対策課 （電話番号 06-6647-0769） 

 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

地域外来・検査センター運営事業業務委託 

 

２ 契約の相手方 

社会医療法人きつこう会 多根総合病院 

 

３ 随意契約理由 

 令和２年４月、厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、保健所及び医療機

関の負担が増加する中、検査体制の拡充と検体採取体制の充実を図るため、それまで一般

の医療機関が保健所に連絡し、保健所が「帰国者・接触者外来」を設置する医療機関と受診

調整を行い、ＰＣＲ検査を実施する運用であったものから、保健所を経由することなく、一般の

医療機関と、受診調整から診療、検体採取及び検査までの流れを一体的に運用が可能な医

療機関との間で直接連絡調整することにより、発生から陽性者の確定診断までの時間を大幅

に短縮することを可能にする「地域外来・検査センター」（以下、「地外検」という。）という仕組

みを示した。 

大阪府は、大阪府医師会とも協議し、この地外検を府内の保健所管内毎に１か所以上の

設置を目指し、実施する医療機関の地域性や市区医師会との連携、医療機能等を考慮しな

がら、個別に医療機関と交渉を行い、令和２年７月より運用が開始された。 

令和２年度においては、大阪府が大阪市域に設置する地外検を含め各医療機関と委託契

約を締結し、本市は分担金として費用負担をしてきたが、令和３年度以降、大阪市域に設置

する地外検については、本市が直接各医療機関と委託契約を締結することとなり、現在に至

っている。 

新型コロナウイルスにかかる検査体制については、これまで「診療・検査医療機関」の構築

など様々な拡充が図られているものの、その感染状況は拡大と縮小を繰り返し、令和４年７月

中旬からの第７波と見られる感染状況においては、これまでの最大の感染者数を更新する状

況に至っており、未だ収束が見通せない中、本市の検査体制を支える基盤としての地外検を

継続して設置する必要がある。 

本件の契約相手方である社会医療法人きつこう会 多根総合病院は、本事業の開始当初

より主に大阪市の西部地域を担当する地外検として設置・運用されてきた医療機関である。 

 

 



上記相手方は、従前より大阪市西部地域の医師会並びに医療機関との連携体制が確立さ

れているとともに、新型コロナウイルス感染症重点医療機関としても指定を受けていることから、

大阪府全域の新型コロナウイルス対策に係る中心的な医療機関として運営されており、当該

業務を可能とする十分な体制がすでに確立されている。これら全てを満たす者は上記の相手

方のみである。 

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 06-6647-0769） 

 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

衛生管理システム運用保守業務委託 

 

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 

保健医療対策課が所管する保健管理システムと衛生管理システムは、開発元である

日本コンピューター株式会社とそれぞれ運用保守契約を締結している。 

これらの運用保守について、運用の簡素化及び事務作業の軽減を図るため、次回の契

約更新の際には両システムの契約を一本にまとめることとしたが、保健管理システム

の契約期限は令和４年 12月 31日、衛生管理システムの契約期限は令和４年 10月 31日

となっていることから、契約期間を令和４年 11月１日から令和４年 12月 31日までと

した衛生管理システム運用保守業務委託契約を締結するものである。 

当該システムは、日本コンピューター株式会社が独自の技術により開発したシステ

ムであり、運用保守については上記業者以外では技術面の対応が不可能であり、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り、著しい支障がで

る恐れがあることから、本件業務を委託することができるのは、開発業者である日本コ

ンピューター株式会社のみである。以上のことから、特名により上記相手方と契約を締

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）（電話番号 06-6647-0685） 

 

 



 
 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

 新型コロナウイルス感染症医療費公費負担関係業務委託（概算契約）（その２） 

 

２ 契約相手方 

  アデコ株式会社 

 

３ 随意契約理由 

本市では「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」に基づき、

入院勧告または入院措置により入院された場合の入院医療費を公費で負担してい

る。新型コロナウイルス感染症についても、公費負担対象の疾病として位置づけら

れていることから、保健所において公費負担の申請を受け付け、公費負担の決定を

行っている。 

本業務は、新型コロナウイルス感染症に関し、申請書未提出の入院患者に対し、

申請書提出の勧奨、提出された申請書の確認及び形式審査、公費負担決定後の決定

通知の送付等の手続きを行うものである。 

現在、委託事業者による処理を進めているが、今般の第７波による感染拡大の影

響により現在実施している業務委託が終了する時点において、未処理のものが一定

件数生じる見込みである。 

医療機関においては、本市における決定通知がなされなければ、審査支払機関（国

保・社保）に対して入院医療費を請求することができないこととなる。今後、いわ

ゆる第８波による感染拡大が発生した場合に、入院された方の入院医療費の決定に

時間を要すると、当該医療機関の経営に影響が生じることとなるため、速やかに処

理を行う必要がある。そうしたことから、感染拡大の波に左右されることなく、公

費負担の決定を滞りなく行うため、現在委託している業務を継続して実施すること

とする。 

本契約相手方の決定は競争入札により行うべきであるが、全数把握の見直し等に

よる事業の進め方の変更や、本市システムにおいて進捗管理を行うことができるよ

うデータの構築を行うなど、業務の効率化を反映した新たな処理方法の検討を進め

ているところである。 

そうしたことから、この新たなスキームを構築するまでの間、準備期間が不要で

あり、ノウハウ等もある契約履行中の上記相手方と契約することが、公費負担の決

定業務を円滑に実施するうえで最も有利と認められるため、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６号 

 

５ 担当部署 

  大阪市保健所感染症対策課 （電話番号 06-6647-0797） 


