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吹田市新型コロナ関係事務処理センター業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

   吹田市新型コロナ関係事務処理センター業務 

 

２ 業務概要 

   吹田市保健所内に、吹田市新型コロナ関係事務処理センター（以下、「事務処理セン

ター」という。）を設置し、新型コロナウイルス感染症の感染者情報の入力、感染者へ

の SMS等の送信、証明書等発行、電話問合せ対応及びパルスオキシメーターや療養支援

パック等の配送や在庫管理に関する事務処理等、同感染症に関係する事務を処理する。 

 

３ 履行期間 

   契約締結日から１か月以内の本市が指定する日から令和４年９月３０日まで 

  （履行期間については本市の同感染症の感染状況や、国の取扱方針の変更等によって、 

延長する場合がある） 

 

４ 業務内容 

下記の業務は、事務処理センターにおいて実施する基本的な業務について掲げてい

るものであり、業務の詳細については、本市と受託者が協議の上、決定すること。 

  また、業務の実施にあたっては、本市の業務マニュアルや指示に従う 

ものとする。 

 

（１） HER‐SYS入力業務（国システム）  

① 発生届の処理状況を管理するため、HER-SYSから出力した発生届情報と、FAX

で受け付けた発生届の基礎情報をエクセルで受付台帳に入力。 

② 発生届を危険度の高い順に並び変える。（トリアージ処理） 

③ 発生届の入力及び、不備項目の補正作業（医療機関への電話確認作業） 

 〔第 6波実績：FAX分（入力・確認作業）3,600件程度（全体の 20％程度） 

入力分（確認作業）14,400件程度（全体の 80％程度） 

④ その他、本市から修正指示のあった際の修正入力作業（疫学調査や健康観察

時等に判明した変更・修正項目） 

 

（２） SMS送信業務 ［別添資料１］ 

① HER-SYSを活用して陽性者の携帯電話に定型文の SMSを送信する作業。 

 〔第 6波実績：16,200件程度〕 

② SMSが送信できない陽性者に、文書を送付する作業。 

 〔第６波実績：150件程度〕 

（３） 証明書等発行業務 

① 電子申請等を受けた療養証明書等の発行、送付作業。 

〔第 6波実績：8,500件程度〕 

※事務処理センター開設前までに、国のシステム改修により MY HER-SYSか

ら証明書発行が患者本人で可能になる見込み。 

      ② 就業制限通知、就業制限解除通知、入院勧告書、公費負担決定通知書等の発

送業務。 

 

（４）パルスオキシメーター等の即日配送の調整業務 

① パルスオキシメーター配送希望者や返却方法等への問い合せ対応。 

       ※原則、高リスク者には、本市が連絡を行い、パルスオキシメーターの送付

の必要性を判断します。 
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② 発注伝票（エクセル）を作成し、配送事業者に発注する作業。 

※(5)②と合わせて 1日最大 6回 

 〔第６波実績：1,000件程度〕 

③ 配送時に受け渡しができなかった者に対する電話確認や対応配送事業者へ

の指示）。 

④ 返却されたパルスオキシメーターの消毒作業、配送セット作成作業。 

 〔第６波実績：2,800件程度〕 

⑤ パルスオキシメーター未返却者に対する文書、電話による督促作業。 

 

（５）療養支援パックの配送調整業務 

② 配送希望の受付。 

③ 発注伝票（エクセル）を作成し、配送事業者へメールで発注を行う。 

 〔第６波実績：1,300件程度〕 

④ 配送状況の確認及び不在者等への電話確認や対応（配送事業者への指示） 

 

（６）電話対応業務 

① 上記（１）～（５）の業務に関する他、新型コロナウイルス感染症に関す 

る一般的な問い合わせや苦情への電話対応。 

〔第６波実績：件数不明〕 

      ② 電話対応のＱ＆Ａの追加、更新作業。 

（国や府の対応を注視し、問合せ対応に反映する。） 

 

（７） 保健所雑務 

業務体制に支障のない範囲（超過勤務や人員増が発生しない範囲）で、保健所の軽

易な事務作業にも応じること。 

 

（８） その他業務 

新型コロナウイルス感染症に関する新たな事務処理業務が発生した場合は、本市

と受託者が協議の上、受託者は可能な範囲で業務に応じること。 

 

※第６波実績は、令和４年２月～３月の実績であり、あくまで目安である。受託

者は実際の感染状況に応じた体制を構築して対応すること。なお、第６波の想定

を大幅に上回る感染状況となった場合は、本市と受託者が協議して対応を定め

ることとする。 

 

５ 業務実施場所について 

業務実施場所は吹田市保健所内の会議室と講堂３の２室とする。詳細は表１ 執務場

所の概要のとおり。ただし、市の都合で変更する場合がある。 

 

表１ 執務場所の概要 

部屋の名称 主な用途 電話 

会議室（メイン） 

 1階 

業務管理者待機場所、入力、コールセンタ

ー   ※隣室がコロナ対応執務室 

固定電話 ５台 

講堂３（サブ） 

２階 

入力、電話問い合せ、作業 携帯電話 数台 

※各室１０名程度が執務可能で、PC、プリンターあり。２室間で内線、テレビ電話の

使用可能。 
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６ 業務管理者等の配置及び名簿の提出 

   受託者は、本件業務を円滑に遂行するために、次のとおり業務管理者の配置を行うこ

と。 

（１）受託者は、類似業務の従事経験があり、専従で本業務に従事する業務管理者を選任し、

本市に届け出なければならない。なお、業務管理者は直接雇用しなければならない。

（※再委託不可） 

（２）業務管理者は、業務全体を統括し、本業務に係る本市との連絡調整の窓口となり、業

務に従事する業務遂行員の管理、助言及び指揮監督、トラブル発生時の本市への報告

並びにその他業務の遂行に必要な事務にあたること。 

（３）受託者は、業務管理者が不在の際に、業務管理者に代わり現場を指揮する業務管理者

代理を選任し、本市に届け出なければならない。業務管理者代理は類似の業務経験を

有するものでなければならない。 

（４） 受託者は人員数の業務従事者名簿を本市に提出しなければならない。また、名簿に

記載された内容を変更する場合は、本市に届け出なければならない。 

（５） 受託者は、業務管理者以外の人員の配置については、本市の承諾を得た上で、人材

派遣会社等を活用してもよい。 

 

７ 事務処理センター開設時間、当日処理内容及び人員について 

（１） 事務処理センターの開設時間及び当日中に処理しなければならない業務内容は、感

染者数の状況に応じて変化するものとし、詳細は「表２ 事務処理センターの対応別

開設時間と当日処理内容 」のとおりとする。また、勤務体制については表３ シフ

トイメージを目安とする。 

 

表２ 事務処理センターの対応別開設時間と当日処理内容 

対応種別 時間／（電話受付） 当日処理内容 人員体制 

の目安 

通常期対応 9時～20時 

(19時 30分まで） 

18 時までに届いた発生届は即日処

理。19 時までに届いた発生届はトリ

アージ処理まで完結。低リスク者の入

力は、翌午前中に処理可能分までは持

ち越し可。 

１３名体制 

（１名あた

り 1 時間程

度の残業時

間を見込む） 

繁忙期対応 9時～22時 

（20時まで） 

18 時までに届いた発生届は即日処

理。20 時までの発生届はトリアージ

処理まで完結させること。18 時以降

受付分の低リスク者は、翌午前中に処

理可能分までは持越し可。 

１５名体制 

（１名あた

り 2 時間程

度の残業時

間を見込む） 

閑散期対応 

 

9時～18時 

（17時 30分まで） 

17 時までに届いた発生届は即日処

理。17時 30分までに届いた発生届は

トリアージ処理まで完結させること。

低リスク者は翌朝 10時までに処理す

ること。 

１１名体制 

終息期対応 

 

9時～17時 30分 

（17時 30分まで） 

新型コロナウイルス感染症の取扱方

針が変更となり、事後処理に移った状

況を想定。突発的な対応がない限り

17時 30分までの対応。 

５名体制 

その他 － 突発的な対応や、各フェーズで対応で

きない場合、本市と受託者が協議の

上、人員を追加する。なお、人員 1名

（8h）あたりの単価は、あらかじめ、

設定した単価とする。 

１名追加し

た場合の単

価設定。 
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表３ シフトイメージ 

通常期対応のシフトイメージ（開設時間：9時～20時） 

 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

業務管理者（1名）              

従事者Ａ勤務（6名）              

従事者Ｂ勤務（6名)              

 ※上記表はあくまで目安です。業務管理者の一部は業務管理者代理でも可。従事者は 1日

１時間程度の残業を想定。3交代、半日勤務などの短時間勤務も業務に支障がなければ

可。 

 

繁忙期対応のシフトイメージ（開設時間：9時～22時） 

 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

業務管理者(1名)              

従事者Ａ勤務（7名）              

従事者Ｂ勤務（7名）              

 ※上記表はあくまで目安です。業務管理者の一部は管理者代理でも可。従事者は 1日 2時

間程度の残業を想定。3交代や、半日勤務などの短時間勤務も業務に支障がなければ可。 

 

閑散期対応のシフトイメージ（開設時間：9時～18時） 

 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

業務管理者(1名)              

従事者Ａ勤務（10名）              

※上記表はあくまで目安です。出勤者数の減少や、短時間勤務なども業務に支障のない範囲

で可。 

 

終息期対応のシフトイメージ（開設時間：9時～17時 30分） 

 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

業務管理者(1名)              

従事者Ａ勤務（4名）              

※上記表はあくまで目安です。出勤者数の減少や、短時間勤務なども業務に支障のない範囲

で可。 

 

（２） 人員体制は、対応期間中の人員や超過勤務時間の中間値を想定した目安である。日々

の人員や超過勤務については、業務に支障のない範囲で受託者が調整し、対応する

ものとする。 

（３） 本市が対応種別の変更を行う場合は、原則２週間前までに受託者に通知する。ただ

し、受託者の承諾が得られる場合に限り、通知期間を短くすることができる。 

（４） 受託者は、本市から対応種別の変更通知を受けた場合、速やかに体制構築をしなけ

ればならない。 

（５） 繁忙期対応において、想定を大幅に上回る状況となった場合は、作業手順や人員体

制、追加費用等について本市と受託者が協議の上、定めるものとする。 
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表４ 業務体制イメージ（通常期対応） 

担当名 
想定 

人員 
主な業務内容 

１業務管理者 １名  

２トリアージ及び処理

内容確認担当 

２名 発生届を内容に応じて危険度の高い順に並び変えを

行い、業務フローに乗せる。また、他担当の処理内容

の確認業務。 

※業務全体の把握が必要 

３発生届管理簿入力担

当 

１名 全発生届の処理状況をエクセルで管理する入力業務 

４HER-SYS担当 ３名 HER-SYSの入力業務と、医療機関への問合せ業務 

５療養証明書担当 ２名 療養証明書発行システムの入力、証明書発行、郵送業

務 

６パルス等即日配送及

び療養支援パック（食

料品等）担当 

１名 配送業者へ発注、配送状況の確認、受渡ができなかっ

た者への電話連絡、返却パルスの消毒、送付用セット

の作成、療養支援パックの在庫確認等 

７電話対応担当 ３名 事務処理センターにかかってきた電話対応。主に５と

６の対応と一般的なコロナに関する問合せ対応 

合計 13名  

 ※上記担当や人数はあくまで目安です。受託者が効率的な運用を行ってください。 

 

表５ 調整時間で実施する主な作業 

業務概要 実施 

時期 

業務内容 

SMS送信不可者への 

文書通知作業 

毎日 携帯電話を持っていない感染者に対し、案内文書を発

送 

パルス返却督促作業 不定期 未返却のパルス貸出者へ督促文書を発送。返却がなか

った場合は、電話で督促する。 

パルス等配送セットの

作成作業 

不定期 ビニール袋に、案内文、パルスオキシメーター、電子

体温計などの資材を入れる 

 

 

８ 貸与物品等 

   本業務を遂行するために必要となる次の物品及び諸経費については、本市が貸与又 

は負担するため、委託料に含めない。 

（１） パソコン及びインターネット回線 

（２） 電話機及び電話回線 

（３） 複合機（FAX含む） 

（４） 光熱水費 

（５） 郵送費 

（６） 通信費 

（７） 机・椅子・キャビネット・ロッカーなどの備品 

（８） 封筒・コピー紙・文具類などの事務用品（既存使用のものに限る） 

 

９  事前打合せの実施 

本市及び受託者は、必要に応じて、事務打合せを行い、円滑な事務処理に努めなけれ

ばならない。 
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１０ 業務マニュアルの整備並びに手順の改善 

（１） 受託者は、業務実施状況の管理体制や、問題発生時の業務ルール、業務量の変動に

対応するための運営方法、体制などを踏まえた業務マニュアルを本市と協議のうえ、

整備すること。 

（２） 受託者は、コロナウイルス感染症関連の情報収集に努め、国や府の対応に応じて、

問合せ対応や作業手順の変更を行うこと。 

 

１１ 個人情報の取扱い 

（１）吹田市情報セキュリティポリシー、吹田市個人情報保護条例、個人情報保護法を遵守

し、業務を円滑に遂行すること。また、適正かつ円滑な業務遂行のため、業務及びデ

ータの保護に係る体制に必要な措置を講じること。 

（２）当該業務の履行により直接又は、間接に知り得た業務内容は、一切第三者に漏らさな

いこと。（契約終了後又は契約解除後においても継続するものとする。） 

（３）受託者 は、個人情報の守秘義務に関する誓約書を 保健所 に提出しなければなら 

い。 

（４）万が一、守秘義務違反に関する責任が生じた場合は、 速やかに 保健所 へ報告を行

う 。また、その責任は受託者 の責とし、金銭的な損害が発生した場合においては、

全額を受託者 が 負うものとする。 

（５）受託者は本契約終了後、業務上知り得た配送先の一覧等個人情報に関するデータを消

去し、紙資料を適切な方法で破棄したのちに、保健所へ報告しなければならない。 

（６）本市と受託者は、相互に事務処理体制について通知しなければならない。 

（７）当該業務を遂行するにあたり疑義が生じた場合は、本市の指示に従うこと。 

 

１２ 業務報告書と支払方法 

（１） 受託者は、毎月 5 日までに前月分の業務内容をまとめた月次報告書及び委託料清算

書を本市に提出する。 

（２） 本市は、受託者から提出のあった月次報告書及び委託料清算書を検査し、是正する

必要があれば当該内容を受託者へ通知する。 

（３） 受託者は、本市の検査を受けたのち、委託料の請求を行う。本市から是正通知を受

けた場合は、適切にその対応を行い、改めてその内容を本市に報告する。 

（４） 本市は、適法な請求書を受け取った日から起算して３０日以内に受託者に対し当該

委託料を支払う。 

（５） 受託者は、業務完了後、実績報告書と業務完了報告書を作成し、本市へ提出する。 

 

１３  損害賠償 

受注者は、業務実施中に受注者の責に帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与え

たときは、その賠償の責を負わなければならない。 

 

１４ その他 

  仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、本市に申し出て協議を行うこと。 

 


