
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４年度大阪市コロナワクチンマップにお
けるオミクロン株対応ワクチン表示機能追加
業務及び機能追加後の大阪市コロナワクチ
ンマップ保守管理業務委託

10 情報処理 株式会社トリックスター 1,702,800 R4.9.14
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 -

2
令和４年度　地方公共団体情報システムの
標準化・共通化に係る比較分析等業務委託

10 情報処理
日本コンピューター株式
会社

10,890,000 R4.9.15
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 -

3
新型コロナウイルスワクチン集団接種会場に
おける医療従事者の出務調整等業務委託

13 その他代
行

株式会社エイチ・アイ・
エス

9,989,999 R4.9.21
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 -

4
新型コロナウイルスワクチン追加接種（オミク
ロン株等）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

4,642,000 R4.9.26
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
令和４年度　新型コロナウイルス感染症　一
般相談センター　コールセンター業務委託（概
算契約）（その２）

13 その他代
行

株式会社　阪急交通社 1,047,116,166 R4.9.29
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 -

6
令和４年度（10、11月）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サービ
ス業務委託（その９）（単価契約）

13 その他代
行

株式会社近鉄百貨店
単価契約
11,540円

R4.9.30
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 -

7
令和４年度（10、11月）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サービ
ス業務委託（その10）（単価契約）

13 その他代
行

佐川グローバルロジス
ティクス株式会社

単価契約
13,487円

R4.9.30
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 -

8
令和４年度（10、11月）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サービ
ス業務委託（その11）（単価契約）

13 その他代
行

株式会社そごう・西武
単価契約
12,824円

R4.9.30
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 -

9
令和４年度（10、11月）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サービ
ス業務委託（その12）（単価契約）

13 その他代
行

株式会社大丸松坂屋百
貨店

単価契約
14,995円

R4.9.30
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 -

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#


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

10
高齢者施設等従事者へのＰＣＲ検査等業務
委託（単価契約）（その３）

09 環境調
査・検査そ
の他の調
査・検査

合同会社Setolabo
単価契約3,182

円
R4.9.30

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４年度新型コロナウイルスワクチン接種
に伴う感染性産業廃棄物収集運搬等業務委
託（概算契約）

01 建物等各
種施設管理

大阪廃棄物処理株式会
社

2,064,260 R4.9.30
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 -

12
令和４年度動物愛護体験学習センター（仮
称）における事業管理業務委託（概算契約）

13 その他代
行

株式会社いち犬猫病院 1,940,000 R4.9.30
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 -

13
新型コロナウイルス感染症PCR検査場従事
者派遣(概算契約 その３)

13 その他代
行

株式会社パソナ 4,600,029 R4.9.30
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 -

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４年度大阪市コロナワクチンマップにおけるオミクロン株対応ワク

チン表示機能追加業務及び機能追加後の大阪市コロナワクチンマップ保守

管理業務委託 

 

２ 契約相手方 

株式会社トリックスター 

 

３ 随意契約理由 

本市においては、各個別医療機関の位置や取扱いワクチン種、予約状況等

の情報をインターネット上のマップに掲載し市民に提供するため、「大阪市

コロナワクチンマップ」を運用している。 

当初、国が示す接種計画の期間である９月末日までの運用を予定していた

が、今般、新型コロナウイルスの変異株の一つであるオミクロン株に対応す

るワクチン（以下「オミクロン株対応ワクチン」という。）が薬事承認され、

令和５年３月末日まで接種計画の期間が延長されることとなった。 

本市においても、10 月以降もオミクロン株対応ワクチン及び従来型ワク

チンの接種に関する情報を適宜、適切に市民に周知する必要があること、ま

た、オミクロン株対応ワクチンは 12 歳以上のすべての方を接種対象として

いることから、オミクロン株対応ワクチンの接種開始に合わせて、年齢別の

接種空き予定を表示できるよう、必要な改修及び機能追加を行ったうえで、

接種予約が可能な医療機関を「大阪市コロナワクチンマップ」において確認

できるようにするものである。 

今回の改修は、すでに運用している「大阪市コロナワクチンマップ」の当

初仕様及び一部改修した仕様を引き続き活用するものであるが、これらのプ

ログラムは上記相手方の独自技術により作成されたものであり、同一業者以

外の者に今回の改修、機能追加及び保守管理を履行することは技術的に不可

能であり、かつ履行させた場合、責任の所在が不明確になるなど著しい支障

が生じるおそれがある。 

以上のことから、すでに「大阪市コロナワクチンマップ」の開発、保守管

理を実施してい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（電話番号 06-6647-0816） 



随意契約理由書 

 

 

１．案件名称  

令和４年度 地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る比較分析等業務委託 

 

２．契約相手方  

  日本コンピューター株式会社 

 

３．随意契約理由（選定理由）  

現在、国において令和７年度を目標とした地方公共団体情報システムの標準化・共通化

（標準準拠システムへの移行）が進められており、本市においても令和８年１月の移行に

向けて取り組んでいるところである。  

移行作業においては、令和４年８月に公表された健康管理システム標準仕様書【第 1.0

版】で定められた機能要件及び帳票要件並びにデータ要件及び連携要件と、現行保健衛生

システムの仕様の比較分析（以下「対象業務」という）を実施する必要がある。  

対象業務を実施するにあたっては、現行保健衛生システムの機能や設計内容を詳細ま

で把握することが必要不可欠であるが、同システムは日本コンピューター株式会社が独

自のノウハウを用いて構築したもので、システムの機能等正確に把握し、標準仕様書と差

異がある機能等について事務処理上どのような性質のものかを分析することは、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、対応できる者は、当該事業者以外には

存在しない。  

以上のことから、日本コンピューター株式会社と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  

（G3：測量、設計、設備・機器等の補修（修繕）・修理・保守管理、又は各種調査・分

析等において、特殊の技術、手法又は機械器具を用いる必要があるため、当該業務の履

行が可能な業者が特定される業務）  

 

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 



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における医療従事者の出務調整等業務

委託 

 

２ 契約相手方  

  株式会社エイチ・アイ・エス 

 

３ 随意契約理由 

本市では、大阪府看護協会と業務委託契約を締結し、令和３年８月末より新型コ

ロナウイルスワクチン中規模接種会場を運営している。 

本市が設置する集団接種会場における看護師の配置については、これまで、大阪

府看護協会と看護師の派遣を含めた契約を、当初厚生労働省から示されていた特例

臨時接種の期限である令和４年９月末日まで締結している。 

新型コロナウイルスワクチンの接種については、国において７月 26日に 10月以

降についても継続する方針が示されたため、現時点で接種の詳細は不明な部分はあ

るものの、集団接種会場について、10月以降も継続して設置する方向で調整を進め

ているところであり、看護師の配置に関しては、本市において雇いあげ、集団接種

会場ごとに必要人数を配置する予定としている。 

配置にあたっては、接種対象者に応じた配置計画を策定するとともに、具体的な

出務調整等を行う必要があり、本業務が滞れば集団接種会場のワクチン接種の実施

が困難な状況となる。 

契約相手方の決定は競争入札により行うべきではあるが、出務調整方法の構築、

シフト調整等準備期間を確保した上で競争入札を実施すると、令和４年 10 月から

の本業務の実施が困難となり、集団接種会場でのワクチン接種を継続実施すること

ができず、市民の生命・身体に大きな影響を及ぼす恐れがある。 

途切れることなく業務を継続させるため、複数の業者で比較見積した結果、最も

安価であった上記相手方と契約を締結する。 

 

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 06-6647-0821） 



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（オミクロン株等）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 

   令和４年度 新型コロナウイルス感染症 一般相談センター コールセンター

業務委託（概算契約）（その２） 

 

２ 契約相手方 

   株式会社 阪急交通社 

 

３ 随意契約理由書 

新型コロナウイルス感染症に関する電話相談については、当初は保健所を中心

に対応してきたが、第６波において新規感染者が急激に増加したことを踏まえ、

想定された第７波において１日に１万人の市内新規陽性者が発生した場合に、す

でに保健所で設置している相談センターにおける電話対応のみでは十分な対応が

できなくなることが想定されたことから、受診相談以外の一般的な新型コロナウ

イルス感染症に関する相談を受け付ける一般相談センターを開設することとし、

４月 25日から株式会社阪急交通社に業務を委託している。 

現在の契約は、第６波の感染状況を踏まえ、５月のゴールデンウイーク後に第

７波が発生し新規感染者が急激に増加したのち、９月末までに新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大が収束することを仮定し、９月末日までの契約としたところ

である。 

しかし、第７波が想定より遅く発生し、また感染拡大の影響を受け、当初の想

定に比して多くの電話が寄せられ、それに伴い受電率が大きく低下したため、当

初委託契約の範囲から、契約事業者が対応できる範囲まで回線数を増加させると

ともに、深夜帯の相談にも対応できるよう 24時間の受付体制を構築してきた。ま

た、当初想定していた新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談のほか、

健康状態を管理する新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム

（HER-SYS（ハーシス））への入力に関する相談、体調不良等発症後の症状に関す

る相談、感染後の療養期間や療養期間証明書の発行の受付など、当初予定してい

た範囲では想定しえない相談内容も多く寄せられており、新型コロナウイルス感

染症に関する幅広い相談に対応している状況にある。 

現時点においても、市内には多くの新規陽性者が日々発生していることから、

別途設置している受診相談センターにおいては、主に感染の疑いがある方を中心

とした入院等への対応や医療機関との具体的な対応、また新規陽性者の急激な増

加時の高齢者への対応に特化して運営しているところである。受診相談センター

でしか対応できないこれらの業務を除いた相談については、一般相談センターが

一手に引き受けていることから、10月以降についても、引き続き 24時間体制で

設置する必要が生じている。 

そのような状況の中、国より新型コロナウイルス新規感染者の全数把握等の見

直しを９月中に行うとの方針が示された。 

契約相手方の決定は競争入札により行うべきであるが、当該業務を実施するに



あたっては国の方針が示されたのち、委託内容、委託範囲、委託期間等の調整が

必要であり、その後、準備期間を確保した上で令和４年 10月１日から履行を開始

するには、入札を実施する時間がなく、限られた時間の中で引き続き一般相談に

かかる体制を確保するには、準備期間が不要である契約履行中の同社と契約する

ことが、業務の円滑な実施を確保するうえで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 06-6647-0739） 

 

 



随意契約理由書 

１ 案件名称 

   令和４年度（10、11月）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サ

ービス業務委託（その９）（単価契約） 

 

２ 契約の相手方 

   株式会社近鉄百貨店 

 

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の拡大防止を目的として、感染症患者の

うち自宅療養している方に対し、買い物等の外出をせずに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実施するものである。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、変異株により再び急拡大も懸念されるため、引き続き対策

を講じていく必要がある。 

現在、第２四半期分として７～９月の３ヶ月間については、新規陽性者が１日１万人発

生した場合においても自宅療養者全員に７日分の食料品等を提供できる体制を整備し、１

日あたり少なくとも 2,500件の食料品の調達、梱包及び配送が可能な事業候補者の募集を

実施した。その結果、申し込みのあったすべての事業者ともに仕様を充足していたため、

全事業者と契約を締結のうえ、配食を希望する自宅療養者全員への提供を開始した。 

次期 10～３月の配食サービスについては、品目変更等を行い、８月下旬頃に公募を実

施する予定であったが、８月 24 日に国より各都道府県の判断による全数把握の見直しが

表明され、また、９月中旬頃には全国統一の全数把握や有症状者の療養期間の見直し、無

症状者の食料品等の買い出し可能とする旨の検討を進めていることも示唆されており、場

合によっては、配食サービスの事業中止や無症状感染者の取扱い等、事業に多大な影響を

及ぼすことから、動向を注視してきた。 

一方で、９月１日には大阪府知事が９月下旬までに、仮に全国統一での見直しが実施さ

れない場合であっても府独自で全数把握を見直すと表明され、９月６日には、国より有症

状者の療養期間を 10日から７日間に短縮するととともに、同月 26日より全国的な全数把

握を見直すことが表明された。 

契約相手方の決定は公募等により行うべきであるが、国や府の詳細な対応が明らかにな

った後に本事業の仕様を決定し、10 月１日までに契約を締結するには、公募を実施する

期間がなく、限られた時間の中で引き続き食料等を提供できる体制を確保するには、準備

期間が不要である契約履行中の上記相手方と契約することが業務の円滑な実施を確保す

るうえで有利と認められるため、検討に要する必最低限度の期間である令和４年 11月 30

日まで、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 06-6485-7395） 



随意契約理由書 

１ 案件名称 

   令和４年度（10、11月）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サ

ービス業務委託（その 10）（単価契約） 

 

２ 契約の相手方 

   佐川グローバルロジスティクス株式会社 

 

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の拡大防止を目的として、感染症患者の

うち自宅療養している方に対し、買い物等の外出をせずに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実施するものである。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、変異株により再び急拡大も懸念されるため、引き続き対策

を講じていく必要がある。 

現在、第２四半期分として７～９月の３ヶ月間については、新規陽性者が１日１万人発

生した場合においても自宅療養者全員に７日分の食料品等を提供できる体制を整備し、１

日あたり少なくとも 2,500件の食料品の調達、梱包及び配送が可能な事業候補者の募集を

実施した。その結果、申し込みのあったすべての事業者ともに仕様を充足していたため、

全事業者と契約を締結のうえ、配食を希望する自宅療養者全員への提供を開始した。 

次期 10～３月の配食サービスについては、品目変更等を行い、８月下旬頃に公募を実

施する予定であったが、８月 24 日に国より各都道府県の判断による全数把握の見直しが

表明され、また、９月中旬頃には全国統一の全数把握や有症状者の療養期間の見直し、無

症状者の食料品等の買い出し可能とする旨の検討を進めていることも示唆されており、場

合によっては、配食サービスの事業中止や無症状感染者の取扱い等、事業に多大な影響を

及ぼすことから、動向を注視してきた。 

一方で、９月１日には大阪府知事が９月下旬までに、仮に全国統一での見直しが実施さ

れない場合であっても府独自で全数把握を見直すと表明され、９月６日には、国より有症

状者の療養期間を 10日から７日間に短縮するととともに、同月 26日より全国的な全数把

握を見直すことが表明された。 

契約相手方の決定は公募等により行うべきであるが、国や府の詳細な対応が明らかにな

った後に本事業の仕様を決定し、10 月１日までに契約を締結するには、公募を実施する

期間がなく、限られた時間の中で引き続き食料等を提供できる体制を確保するには、準備

期間が不要である契約履行中の上記相手方と契約することが業務の円滑な実施を確保す

るうえで有利と認められるため、検討に要する必最低限度の期間である令和４年 11月 30

日まで、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 06-6485-7395） 



随意契約理由書 

１ 案件名称 

   令和４年度（10、11月）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サ

ービス業務委託（その 11）（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の拡大防止を目的として、感染症患者の

うち自宅療養している方に対し、買い物等の外出をせずに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実施するものである。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、変異株により再び急拡大も懸念されるため、引き続き対策

を講じていく必要がある。 

現在、第２四半期分として７～９月の３ヶ月間については、新規陽性者が１日１万人発

生した場合においても自宅療養者全員に７日分の食料品等を提供できる体制を整備し、１

日あたり少なくとも 2,500件の食料品の調達、梱包及び配送が可能な事業候補者の募集を

実施した。その結果、申し込みのあったすべての事業者ともに仕様を充足していたため、

全事業者と契約を締結のうえ、配食を希望する自宅療養者全員への提供を開始した。 

次期 10～３月の配食サービスについては、品目変更等を行い、８月下旬頃に公募を実

施する予定であったが、８月 24 日に国より各都道府県の判断による全数把握の見直しが

表明され、また、９月中旬頃には全国統一の全数把握や有症状者の療養期間の見直し、無

症状者の食料品等の買い出し可能とする旨の検討を進めていることも示唆されており、場

合によっては、配食サービスの事業中止や無症状感染者の取扱い等、事業に多大な影響を

及ぼすことから、動向を注視してきた。 

一方で、９月１日には大阪府知事が９月下旬までに、仮に全国統一での見直しが実施さ

れない場合であっても府独自で全数把握を見直すと表明され、９月６日には、国より有症

状者の療養期間を 10日から７日間に短縮するととともに、同月 26日より全国的な全数把

握を見直すことが表明された。 

契約相手方の決定は公募等により行うべきであるが、国や府の詳細な対応が明らかにな

った後に本事業の仕様を決定し、10 月１日までに契約を締結するには、公募を実施する

期間がなく、限られた時間の中で引き続き食料等を提供できる体制を確保するには、準備

期間が不要である契約履行中の上記相手方と契約することが業務の円滑な実施を確保す

るうえで有利と認められるため、検討に要する必最低限度の期間である令和４年 11月 30

日まで、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 06-6485-7395） 



随意契約理由書 

１ 案件名称 

   令和４年度（10、11月）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サ

ービス業務委託（その 12）（単価契約） 

 

２ 契約の相手方 

   株式会社大丸松坂屋百貨店 

 

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の拡大防止を目的として、感染症患者の

うち自宅療養している方に対し、買い物等の外出をせずに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実施するものである。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、変異株により再び急拡大も懸念されるため、引き続き対策

を講じていく必要がある。 

現在、第２四半期分として７～９月の３ヶ月間については、新規陽性者が１日１万人発

生した場合においても自宅療養者全員に７日分の食料品等を提供できる体制を整備し、１

日あたり少なくとも 2,500件の食料品の調達、梱包及び配送が可能な事業候補者の募集を

実施した。その結果、申し込みのあったすべての事業者ともに仕様を充足していたため、

全事業者と契約を締結のうえ、配食を希望する自宅療養者全員への提供を開始した。 

次期 10～３月の配食サービスについては、品目変更等を行い、８月下旬頃に公募を実

施する予定であったが、８月 24 日に国より各都道府県の判断による全数把握の見直しが

表明され、また、９月中旬頃には全国統一の全数把握や有症状者の療養期間の見直し、無

症状者の食料品等の買い出し可能とする旨の検討を進めていることも示唆されており、場

合によっては、配食サービスの事業中止や無症状感染者の取扱い等、事業に多大な影響を

及ぼすことから、動向を注視してきた。 

一方で、９月１日には大阪府知事が９月下旬までに、仮に全国統一での見直しが実施さ

れない場合であっても府独自で全数把握を見直すと表明され、９月６日には、国より有症

状者の療養期間を 10日から７日間に短縮するととともに、同月 26日より全国的な全数把

握を見直すことが表明された。 

契約相手方の決定は公募等により行うべきであるが、国や府の詳細な対応が明らかにな

った後に本事業の仕様を決定し、10 月１日までに契約を締結するには、公募を実施する

期間がなく、限られた時間の中で引き続き食料等を提供できる体制を確保するには、準備

期間が不要である契約履行中の上記相手方と契約することが業務の円滑な実施を確保す

るうえで有利と認められるため、検討に要する必最低限度の期間である令和４年 11月 30

日まで、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 06-6485-7395） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

高齢者施設等従事者へのＰＣＲ検査等業務委託（単価契約）（その３） 

 

２ 契約相手方 

  合同会社 Setolabo 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、高齢者施設等における集団感染による医療提供体制への負荷の増大を防ぐ

観点から、高齢者施設等の従事者に対して、感染状況により定期的なＰＣＲ検査を実施す

ることにより、施設等への持ち込みを防止することを目的として行っているものである。 

新型コロナウイルスによる第７波は、国内でのオミクロン株の感染判明を受け令和４

年７月より爆発的に広がり、高齢者施設等でのクラスターも第６波を上回っている。新規

感染者数は８月上旬から高止まりしている状況が続き、依然予断を許さない状況が続い

ている。また、高齢者施設等におけるクラスターの施設数及び陽性者数についても同様に、

依然高止まりしている状況が続いている。 

国の基本的対処方針等において、「感染が拡大している又は高止まりしている地域に

おいて、高齢者施設等でクラスターが多発する場合には、地域の実情に応じ、職員に

対する検査の頻回実施を行うこと」とされており、大阪市においては、65 歳以上の３

回目ワクチン接種は 85％を超えているものの、４回目ワクチン接種については 45％程度

となっており、高齢者施設等でのクラスター対策などの感染対策を緩めることなく引続

き実施する必要がある。 

複数業者に確認したところ、現在の状況において、本市が求める仕様を満たし、発生届

の提出にあたり陽性の確定診断に必須となる医師を確保することができる事業者は上記

相手方のみであることから、合同会社 Setolabo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 

令和４年度新型コロナウイルスワクチン接種に伴う感染性産業廃棄物収集

運搬等業務委託（概算契約） 

 

２ 契約の相手方 

大阪廃棄物処理株式会社 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、本市が設置する新型コロナウイルスワクチン集団接種会場（以下

「接種会場」という。）で発生した感染予防のための防護具（マスクやガウン、

手袋等）や使用済の注射針や注射筒、綿花等を感染性産業廃棄物として収集し、

本市が別途契約を締結した感染性産業廃棄物処理施設へ運搬するものである。 

本業務に先立ち、運搬先である産業廃棄物処理施設を決定するため、公募型

指名競争入札により処理施設事業者の選定を行った。 

その際、選定した処理施設事業者から「感染性産業廃棄物の搬入については、

指定の事業者を定めており、その事業者以外から搬入された感染性産業廃棄物

の処分は行うことができない。」との申し出があったことから、本市の入札参

加資格を有する同業他社６者に確認したところ、同様の見解が示された。 

なお、業者選定にあたっては、一般競争入札によることが望ましいが、特別

管理産業廃棄物（収集・運搬）の種目登録があり、感染性産業廃棄物の収集運

搬許可を有する事業者のうち、上記相手方のみが既に契約締結を行った処分業

者に感染性産業廃棄物を搬入できる唯一の事業者である。  

よって、上記相手方と契約を締結する。 

 

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 06-6647-0821） 



随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

令和４年度動物愛護体験学習センター（仮称）における事業管理業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  株式会社 いち犬猫病院 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、事業内容が非定形的であり、対象となる管理方法等を仕様書で細かく設定す

るのが難しいため、競争入札には適さない。また、予算額の範囲内において、動物愛護に

関する幅広い専門知識と経験をもとに、専門的なノウハウを有する事業者の企画提案を受

けて仕様を作成するとともに、事業者が有する民間団体間のネットワークを活用した情報

発信を広く行うことで、動物愛護事業の官民連携・協働拠点としての当該施設において、

最も効率的な利用効果が期待できるため、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決

定することとした。 

動物福祉学、動物愛護事業及び社会福祉事業の専門的な知識を有する学識経験者等の意

見を聴取する選定会議において意見を聴取した結果、株式会社 いち犬猫病院の提案が総

合的に優れたものであるとのことであったため、その意見を踏まえ、株式会社 いち犬猫

病院と地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号により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 健康推進部 生活衛生課 乳肉衛生・動物管理グループ 

（電話：06‐6208‐9996） 



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検査場従事者派遣（概算契約 その３） 

 

２ 契約相手方 

  株式会社 パソナ 

 

３ 随意契約理由 

  本件は、新型コロナウイルス感染症に関する PCR検査場（以下「検査場」という。）に

おける受検者の受付・誘導・検体採取・検体の回収及びそれに付随する事務を行うこと

を目的として、令和２年８月より大阪府が上記相手方と随意契約を締結し運営していた

ものを、令和３年度より大阪府から業務を移管されることとなり、本市においても上記

相手方と随意契約を締結し、継続して運営してきたものである。 

  検査の対象としては、濃厚接触者や医療機関及び検査医療機関等における検査の実施

が困難である方であり、本市が設置している相談センター及び区役所が実施する疫学調

査により、検査の希望があった方に対して検査を実施しているところである。 

  検査場の運営については、本年７月１日から９月 30日までの間の契約を締結し運営し

ており、10月以降の契約の締結に向けて、入札による契約手続きを行うことを前提とし

て検討をすすめてきた。一方、厚生労働省からの令和４年３月16日付の通知においては、

濃厚接触者を含めた積極的疫学調査の実施についての言及があるが、現時点においても

感染拡大が継続しているいわゆる第７波においては、一定の利用はあるものの、検査す

る医療機関等が増加していることから、検査場における検査数は大きく増加していない

状況となっている。 

これに加え、大阪府において８月３日以降、「若年軽症者オンライン診療スキーム」を

活用したリモート診察を開始していることや国において全数把握の見直しが示されたこ

とから、検査場の在り方として一定の役割を終えたとの結論に至り、令和４年９月中旬に

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かが決定された。 

  以上のことから、限られた期間の検体採取体制を維持するにあたり、準備期間が不要

である契約履行中の同社と契約することが業務の円滑な実施を確保するうえで有利と認

められるため、令和４年 10月 31日まで、本検査場を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 06-6647-0769） 


