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 阪南市集団検（健）診事業（がん検診・特定健診等）業務委託仕様書 

 

１．目的 

   阪南市（以下、「発注者」という。）では、各がん検診及び特定健康診査、並びに各種検（健）

診（以下、「検（健）診」という。）の受診率向上をめざし、検（健）診の受付方法や実施の方

法などにおいて、市民が受診しやすい環境づくりに取り組んでいる。今後も、さらなる市民

の健康の保持増進、疾病の早期発見・早期治療につなげるため、より一層の受診率向上をめ

ざし、発注者の方針や状況に応じた事業展開ができる経験豊富な実施機関へ業務委託し、事

業実施することを目的とする。 

 

２．委託業務 

   下記、検（健）診は保健センターでの集団検（健）診を対象とした業務とする。 

ア）肺がん検診・結核検診・石綿ばく露者の健康管理に係る調査のための一次読影等（以

下「石綿検診」という。） 

イ）胃がん検診 

ウ）大腸がん検診 

エ）乳がん検診 

オ）子宮頸がん検診 

カ）特定健康診査（以下「特定健診」という。） 

キ）阪南市国民健康保険若年者健康診査（以下「若年健診」という。） 

ク）若年者健康診査（国保加入以外）（以下「若年者健診（国保外）」という。） 

ケ）特定健康診査非対象者健康診査（以下「非対象者健診」という。） 

コ）肝炎ウイルス検診 

サ）後期高齢者医療健康診査（以下「後期高齢健診」という。） 

シ）風しん追加的対策業務  

※令和３年度のみ実施予定（延長する場合あり）。業務内容等は別紙９のとおりとする。 

ス）骨粗しょう症検診 

 

３．法の遵守等   

（１）上記業務を実施するにあたり、健康増進法、国が定める「がん予防重点健康教育及びがん

検診実施のための指針」、高齢者の医療の確保に関する法律等、関係法令を遵守すること。 

（２）受注者の立地する都道府県の社会保険診療報酬支払基金から、特定健診・特定保健指導

機関番号を取得していること。 

（３）国が定める「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」第１６条並びに第１

７条の規定に基づき、厚生労働省告示第 11 号（平成 20 年 1 月 17 日）で定める特定健診

及び特定保健指導の実施に係る施設、運営、記録の保存等に関する要件を満たすこと。 

（４）「石綿による健康被害の救済に関する法律」及び「石綿読影の精度に係る調査計画書」に
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基づき実施すること。 

 

４．委託期間 

     契約締結の日から令和６年３月３１日まで 

 

５．実施場所 

    阪南市立保健センター（大阪府阪南市黒田 263-1） 

 

６．実施回数・想定人数 

    実施時期等は毎年度 5月～3月の間に実施すること。 

   ※特定健診については、毎年度 6月～1月 31日の間とする。 

   ※保健センター開館時間：午前 8時 45分〜午後 5時 15分 

【実施回数】 

実施回数は問わないが、各種検（健）診項目が同日に受診できる日程をできるだけ多く

とり、効率よく実施できる体制をとること。 

※骨粗しょう症検診は、単独実施とする。 

【想定人数】 

ア）肺がん検診・結核検診・石綿検診：1,890人／年 

イ）胃がん検診：1,350人／年 

ウ）大腸がん検診：1,860人／年 

エ）乳がん検診：1,035人／年 

オ）子宮頸がん検診：600人／年 

カ）特定健診：1,650人／年 

キ）若年健診：10人／年 

ク）若年者健診（国保以外）：10人／年 

ケ）非対象者健診：5人／年 

コ）肝炎ウイルス検診：250人／年（特定健診・後期高齢者健診受診時に同時実施） 

サ）後期高齢者健診：120人／年 

シ）風しん追加的対策業務：50人／年（特定健診受診時に同時実施） 

ス）骨粗しょう症検診：100人／年 

 

７．対象者 

ア）肺がん検診・結核検診・石綿検診：４０歳以上で当該年度内に受診しておらず、阪南市

に住所を有する人 

（石綿検診：阪南市民で、本人か家族が石綿に関わる仕事をしていた人、石綿を取り扱

う工場等の近くに居住していた人など、石綿ばく露の不安がある人） 

イ）胃がん検診：４０歳以上で当該年度内に受診しておらず、かつ当該年度の前年度に市
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が実施する胃内視鏡検査を受診していない、阪南市に住所を有する人 

ウ）大腸がん検診：４０歳以上で当該年度内に受診しておらず、阪南市に住所を有する人 

エ）乳がん検診：４０歳以上で当該年度の前年度以降、市が実施する乳がん検診を受診し

ておらず、阪南市に住所を有する人 

オ）子宮頸がん検診：２０歳以上で当該年度の前年度以降、市が実施する子宮頸がん検診

を受診しておらず、阪南市に住所を有する人 

カ）特定健診：当該年度内に４０歳から７４歳になる人で、阪南市国民健康保険被保険者 

キ）若年健診：健診当日２０歳から３９歳（但し、当該年度内に４０歳になる人を除く）

の阪南市国民健康保険被保険者 

ク）若年者健診（国保外）：当該年度中に２０歳から３９歳に到達する、阪南市に住所を有

する人 

ケ）非対象者健診：当該年度中に４０歳以上となる、阪南市に住所を有する生活保護受給      

 者 

コ）肝炎ウイルス検診：受診当日４０歳以上で、過去に肝炎ウイルス検査をしておらず、

阪南市に住所を有する人 

サ）後期高齢健診：後期高齢者医療被保険者で、被保険者証及び健康診査受診券を提示す

る者で阪南市に住所を有する人 

シ）風しん追加的対策業務（特定健診時のみ）：昭和 37 年 4 月 2 日から昭和 54 年 4 月 1

日までの間に生まれた阪南市に住所を有する男性 

ス）骨粗しょう鬆症検診：当該年度に４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０歳に到達

する女性で、阪南市に住所を有する人 

 

８．業務内容 

（１）準備等 

実施に伴う必要器具・物品及び準備にかかる設営（事前）、業務に携わるスタッフの確保、

当日の受付事務、当日の会場整理、受診者案内、後片付け等は受注者が責任をもって行

うこと。本業務を受託するにあたり、受注者に所属する責任者を定めることとする。な

お、検（健）診業務履行に際して、責任者が常駐しない場合は、代理責任者を定めて、検

（健）診が安全・的確に実施できるよう統括すること。 

（２）検査当日受付 

当日の受診者リスト（発注者が準備）をもとに健康保険被保険者証、特定健診受診券な

どで本人であることや資格の確認を行い、対象外の人への検（健）診は行わないこと。 

対象外と判明した場合は受診できない理由を説明し、別日程の案内が可能な場合、案内

を行ない、発注者職員に報告すること。また、健康手帳の発行を受けたことのない人若

しくは紛失した人に対し、健康手帳（発注者が準備）を発行する。（なお、健康手帳には

受診する検（健）診項目に日付印と「阪南市」印を押印する。) 

（３）受診者の負担金徴収と減免について 
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受診者から（資料１）に記載の一部自己負担金の徴収等は発注者職員が担当する。 

(４）受診者への説明等 

１）検（健）診は発注者が受注者に委託して行うものであり、結果は発注者において把握

することや個人情報の取扱いなどについて、十分な説明を行うこと。 

２）検（健）診内容・注意事項の説明、受診者誘導を表示物などを用いて行うこと。 

 (５）問診 

   １）検（健）診の問診を下記項目について聴取するとともに必要に応じて受診勧奨等を行

うこと。 

ア）肺がん検診・結核検診・石綿検診：喫煙歴、妊娠の可能性の有無を必ず聴取し、かつ、

過去の検診の受診状況等、また最近 6か月以内の血痰など自覚症状のある場合には、検診

ではなく速やかに専門機関への受診を勧奨すること。 

  ※石綿検診対象者には、事前に市が郵送した調査票の記載内容を確認すること。 

※当日の石綿検診対象者には、調査票の記入を促す。 

イ）胃がん検診：現在の症状、既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況など 

ウ）大腸がん検診：現在の症状、既往歴、過去の検診の受診状況など 

エ）乳がん検診：現在の症状、既往歴、過去の検診の受診状況など 

オ）子宮頸がん検診：妊娠及び分娩歴、月経の状況、不正性器出血等の症状の有無、過去

の検診受診状況等、また、症状（体がんの症状を含む）のある者には、適切な医療機関への

受診勧奨 

カ）特定健診 

キ）若年健診 

ク）若年者健診（国保外） 

ケ）非対象者健診 

コ）肝炎ウイルス健診：病歴（肝臓）、手術歴、受診歴など 

サ）後期高齢健診：現在の生活習慣や自覚症状、受療の状況や服薬状況など 

シ）風しん追加的対策業務の抗体検査：風しん罹患歴、抗体検査受診歴、予防接種歴な   

 ど 

ス）骨粗しょう症検診：現在の症状、既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況など 

   ２）総合相談を開催しない場合は、「８．業務内容」（７）の３）を除く説明を行うこと。 

３）問診終了後、順路について案内すること。 

(６）検（健）診の実施内容等について 

   ア）肺がん検診・結核検診・石綿検診 

    （別紙１－１）（別紙１－２）参照 

   イ）胃がん検診 

    （別紙２）参照 

   ウ）大腸がん検診 
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    （別紙３）参照 

エ）乳がん検診 

（別紙４）参照 

   オ）子宮頸がん検診 

（別紙５）参照 

カ）特定健診 キ）若年健診 

厚生労働省健康局「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」に準拠した方法で

実施すること。検査項目や内容等は、（資料２）のとおりとする。 

ク）若年者健診（国保外） ケ）非対象者健診 

    （別紙６）参照 

コ）肝炎ウイルス検診（特定健診・後期高齢者健診受診時に同時実施） 

（別紙７）参照 

サ）後期高齢健診 

（別紙８－１）（別紙８－２）（別紙８－３）（別紙８－４）参照 

   シ）風しん追加的対策業務（特定健診受診時に同時実施） 

    （別紙９）参照 

   ス）骨粗しょう症検診 

    （別紙１０）参照 

（７）総合相談（特定健診実施時のみ） 

 １）検査項目がすべて終了しているかを確認し、健診結果の通知方法等についても説明す

ること。 

２）必要者（喫煙者・乳がん検診受診者）には、指導パンフレット等（受注者が発注者に内

容を確認し準備すること）を配付すること。 

３）特定保健指導対象者になった場合（市から案内あり）、参加するよう伝えること。 

４）がん検診受診者には、受注者が作成し用意するチラシを配付し、熟読するように促す

こと。チラシには、検査結果に異常がみられ、「要治療」「要精密検査」「要再検査」の

指示が出された場合には、必ず医療機関を受診する旨を明記すること。 

５）検（健）診結果は書面で受診者に郵送により通知することを伝える。 

６）風しん追加的対策業務の抗体検査の対象者にはクーポン券と共に案内文を渡し、接種

医療機関を案内すること。 

７）検（健）診受診は継続して受診することが重要であることを説明すること。ただし、

症状がある場合は市の検（健）診ではなく、速やかに専門機関への受診勧奨を行うこと。 

 

９．検（健）診当日の実施体制及び苦情・事故等の対応 

     検（健）診場所には責任管理者をおき、受診の際の安全管理を徹底し、混雑や緊急時
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に対応できる体制（業務時間の延長などによる対応など）を全日程でとり、受診者から

の苦情及び検（健）診受診中の事故が発生しないように努めるとともに、発生した際に

は受注者が誠意をもって対応し、速やかに発注者担当者に報告するとともに苦情又は事

故内容の経緯も含め、受注者の用意した様式に記録し、再発防止策と併せて提出するこ

と。 

 

１０．検（健）診結果について 

早急に医療機関受診が必要な場合は、通常の郵送による報告ではなく、発注者へ至急

電話連絡すること。 

     要精密検査者については、結果を速やかに（遅くとも受診から４週間以内）に発注者 

へ郵送すること。 

要精密検査以外の者の結果通知書については、受注者から直接、４週間以内に受診者 

に郵送すること。特定健診の結果通知書には基本項目、詳細項目、市追加項目を含んで 

作成すること。がん検診以外の異常値を示している項目、異常値の程度及び異常値が持 

つ意義等を受診者に分かりやすく記載すること。 

特定健診受診者については、健診結果を基に保健指導対象者の選定と階層化を行い、 

対象者リストと結果通知書２部を市に提出すること。 

石綿検診対象者については、異常ありの場合、石綿読影の精度に係る調査計画書に基 

づき、一次読影後、紹介状と結果報告書を作成し、発注者に郵送する。異常なしの場合、

環境省へ結果を郵送すること。 

骨粗しょう症検診については、検診結果データは２部作成し、当日に受診者に渡すこ

と。同時に発注者の保健指導コーナーへ案内すること。 

風しん追加的対策業務の抗体検査結果については、受注者から直接、4 週間以内に受

診者に郵送すること。 

なお、検（健）診結果の再発行の申し出が受診者よりなされた場合には、発注者の要

請のもと、それに応じた結果通知書を発行すること。 

 

１１．各種帳票提出 

検（健）診実施担当、結果集計担当など各部門の責任者が帳票が適正であるか必ず確

認の上、4 週間以内に提出すること。 

        (１）発注者（保険年金課）に対して、下記の若年健診及び後期高齢健診の帳票を提出する

こと。 

・請求書の根拠として受診日別集計表（基本項目・詳細項目・市追加項目受診数日別集

計）を１部 

・特定健診、若年健診の受診日別個人別結果表１部 

・後期高齢：受診項目別の受診人数集計表 

   (２）発注者（健康増進課）に対して下記の帳票を提出すること。 
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・特定健診の集計表（基本項目・詳細項目・市追加項目受診数日別集計）を各１部 

・特定健診の受診日別個人別結果１部 

・特定健診の集計表結果通知書（階層化含む）の控え（健診後２週間以内） 

・各がん検診の受診日別に受診結果、要精密検査の要否などが記載された一覧 

・各がん検診の受診日別要精密検査者一覧 

・若年者健診（国保以外）・非対象者健診の受診日別に受診結果などが記載された一覧 

・骨粗しょう症検診の受診日別に受診結果、要精密検査の要否などが記載された一覧 

・肝炎ウイルス検査の受診日別に受診結果、要精密検査の要否などが記載された一覧 

     ・風しん追加的対策業務の抗体検査結果については国保連合会と調整すること。 

 

1２．検（健）診データの作成・提出 

      各がん検診については地域保健・健康増進事業報告に記載できる内容に基づき電子デ

ータを作成し、電子データを収録した磁気媒体を発注者健康増進課に提出すること。な

お、提出は当月分を翌月末日までとする。 

また、データの作成にあたっては、発注者が業務委託するシステム業者と調整のうえ、

本市健康管理システムの仕様に沿った形式で作成すること。 

特定健診、後期高齢健診については、厚生労働省の定める電子的標準様式に基づく電

子データで作成し、国保連合会へ速やかに送付すること。本市国民健康保険被保険者の

個人情報保護を順守し、厳格な管理を行うこと。 

石綿検診については、（資料３）「石綿読影の精度に係る調査計画書」に基づいた様式

で作成し、提出すること。 

 

1３．委託料の請求・支払い 

（１）委託料は、各検（健）診の契約単価（消費税込み、円未満切り捨て）にそれぞれの出来

高（受診件数）を乗じた額とし、事業終了後に各検（健）診ごと次に定める方法により請

求すること。また、関係法令や発注者の規則改正等で委託料の変更が必要な場合は、協

議するものとする。 

 １）各がん検診、若年者健診（国保外）、非対象者健診、肝炎ウイルス検診、骨粗しょう症

検診については、発注者（健康増進課）に請求すること。 

 ２）本市国民健康保険加入者の特定健診及び若年健診、後期高齢健診については、発注者

（保険年金課）に請求すること。 

 ３）風しん追加的対策の抗体検査については、国保連合会に直接請求すること。 

（２）発注者は請求書を受理してから、その内容を点検し、適当と認めた時は３０日以内に

受注者に当該金額を支払うものとする。 

 

1４．がん検診事業評価に関する検討 

（１）別紙１～別紙５「各がん検診の事業評価のためのチェックリスト」に基づく検討を実
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施すること。 

  （２）実施主体へのがん検診の集計・報告は基本的に「精度管理基礎調査票」などに記載で

きる内容で集計すること。 

  （３）発注者が求めた場合は、精度管理連絡会へ出席すること。 

 

１５．業務の実施に関する打合せ等 

     精度管理と業務を円滑に遂行するため、実施に関わる検討会や連絡会等に参加するとと

もに、本仕様書並びに契約書等に定めのない事項については発注者と協議し、業務完遂を

めざし、積極的に協力すること。 

 

１６．再委託等  

（１）受注者は、業務の全部を第三者に再委託することはできない。 

  （２）受注者が業務の一部を第三者に再委託しようとする場合は、事前にその内容及び委託

先の名称、その他発注者が必要と求める事項を書面により報告のうえ、発注者の承認を

得ること。 

  （３）再委託に生じる全ての責任は、受注者が負うものとする。 

  （４）再々委託は認めない。 

 

１７．第三者に及ぼした損害 

  （１）業務の遂行に伴い、通常避けることのできない理由により第三者に及ぼした損害を補

償しなければならないときは、発注者と受注者で協議してその負担額を定めるものとす

る。ただし、当該損害を防止するに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったこと

により生じた損害については、受注者の負担とする。 

（２）上記（１）に定めるもののほか、業務の遂行に当たり第三者に損害を及ぼしたときは、

受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに

帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。 

（３）その他業務の遂行に当たり、第三者との間に紛争が生じた場合においては、双方が協

力して処理解決に当たるものとする。 

（４）受注者は、上記に基づく損害が生じたときは、その事実の発生後、遅滞なくその状況

を書面をもって発注者に通知することとする。 

 

１８．その他  

   その他、検（健）診受診者への配付物については、事前に内容等を発注者に協議するこ

と。 

     また、本業務は個人情報を取り扱う業務につき、別記「個人情報取扱注意事項」を遵守

すること。 
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別記 

個人情報取扱特記事項 

（基本事項） 

第１ 受注者は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、阪南市

個人情報保護条例に基づき、当該事務の範囲内で個人情報の保護について、発注者と同様の義

務を負うものとする。 

（秘密の保持) 

第２ 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を発注者の承諾なく他人に知ら

せ、又はこの契約による事務以外に使用してはならない。 

２ 受注者は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契

約による事務に係る個人情報の内容を他人に知らせ、又はこの契約による事務以外に使用して

はならないことその他個人情報の保護に関する事項を周知しなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （作業場所の指定） 

第３ 受注者は、この契約による事務に係る個人情報を発注者が指定する場所で処理しなければ

ならない。 

２ 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所からこの契約による事務に

係る個人情報を持ち出してはならない。 

（厳重な保管及び搬送） 

第４ 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事

故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送を行わなければならない。 

（個人情報の預託） 

第５ 発注者が受注者に対し個人情報を預託する際は、その授受を明確にするために、書面を取

り交わすものとする。 

（再委託の禁止） 

第６ 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその

処理を委託してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでな

い。 

２ 前項ただし書の規定による委託を受けたものは、委託を受けた事務の範囲内で、個人情報の

保護について発注者と同様の義務を負うものとする。 

（委託事務以外の利用等の禁止） 

第７ 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報

を当該事務の処理以外に利用し、又は受注者以外のものに提供してはならない。 

（複写及び複製の禁止） 

第８ 受注者は、発注者が指示し、又は承諾した以外は、この契約による事務に係る個人情報を

複写し、又は複製してはならない。ただし、当該事務の個人情報を処理する過程で派生的に作

成される電子ファイルは複製とみなさない。 
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（事故発生時の報告義務） 

第９ 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあるこ

とを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が

終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

（個人情報の返還又は処分） 

第１０ 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人

情報を速やかに発注者に返還するものとし、この授受においては書面を取り交わし記録を残す

ものとする。この場合において、個人情報を処分する場合は、速やかにこれらを廃棄し、又は

消去し、その旨書面により発注者に報告するものとする。個人情報を出力した媒体又は複製物

がある場合も、同様とする。 

２ 第８ただし書に規定する当該事務の個人情報を処理する過程で派生的に作成される電子ファ

イルについても、前項と同様とする。ただし、発注者の承諾を得て保有することができる。 

（措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償） 

第１１ 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反したときは、契約の解除及び損害

賠償の請求をすることができるものとする。 

（検査の実施） 

第１２ 発注者は、受注者の個人情報の取扱状況につき調査し、報告を求め、又は必要な指示を

することができる。 

（その他） 

第１３ 受注者は、この個人情報取扱特記事項に定めるもののほか、個人情報の適正な管理のた

めに必要な処置を講じなければならない。 

 


