
新型コロナウイルスワクチン接種にかかる相談・予約受付業務委託仕様書 

 

１．目的 

 明石市が実施する新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン接種（以下、

「ワクチン接種」という。）において、明石市より接種対象者に対してワクチン

接種券を発送した後の市民からの相談対応及び医療機関が行うべき予約受付の

代行業務として必要な業務を委託する。 

２．業務内容 

委託する業務は次のとおりとする。 

（１）ワクチン接種に関する問い合わせ等対応業務 

（２）ワクチン接種の予約受付及び予約受付状況の管理（予約受付内容に不備

があった場合等の市民への架電対応等を含む。）に関する業務。ただし、予

約受付方法は次のとおりとする。 

 （ア）電話受付 

 （イ）ウェブサイトでの電子受付 

 （ウ）窓口受付 

 （エ）ファックス受付 

（３）ワクチン接種券の発行受付に関する業務 

３．業務実施期間 

本業務の実施期間は契約日の翌日から令和３年３月31日までとする。ただし、

特記仕様書を確認した上で入札に参加すること。 

４．実施日時 

（１）実施日 

本業務を実施する日は、業務実施期間の全日とする。 

（２）実施時間 

本業務の実施時間は、原則として午前９時から午後５時までとする。 

ただし、上記実施時間外において業務を実施する必要がある場合、明石市と

協議の上、明石市が必要と認める範囲内で本業務を実施することとする。 

５．実施場所 



本業務を実施する場所については、次に掲げるとおりとする。 

（１）窓口対応 

あかし保健所内 

（２）その他の業務 

明石市と協議の上、業務遂行にあたり適切な実施場所を受託者が用意するこ

ととし、事前に明石市の承諾を得ること。 

６．実施体制 

受託者は、次に掲げる人員（資格及び専任性は求めない。）を配置することと

し、配置にあたっては、業務量に応じた必要かつ十分な人数を確保すること。 

（１）業務責任者 

業務責任者は受託者と直接的かつ３か月以上の恒常的な雇用関係を有する

者を配置し、次に掲げる業務を実施すること。 

（ア）明石市との連絡及び調整 

（イ）業務従事者の適正な配置 

（ウ）業務従事者の指揮監督 

（エ）業務従事者の指導及び教育 

（オ）各種報告書の作成及び提出 

（カ）トラブルに関する業務従事者からの引継ぎ、対応及び報告 

（２）電話及びファックス対応 

電話及びファックスによる相談対応及び予約対応については、コールセン

ターを設置し、25 名以上（業務管理者１名を含む。）の必要かつ十分な数の

人員を令和３年３月 10 日から配置すること。 

なお、ファックス対応については、聴覚障害者の連絡手段として行うこと

を想定の上、予約受付においては、予約の調整及び予約確定後に受付完了通

知を送信する等必要な対応を行うこと。 

（３）窓口対応 

窓口対応を行う人員については、３名（業務管理者１名を含む。）を令和

３年３月 10 日から配置すること。なお、窓口対応の位置づけとしては、電

話やウェブサイトが使用できない市民からの相談対応及び予約受付を行う



ものとする。また、窓口対応の業務量が少ない場合には、勤務時間内でワク

チン接種に関する付帯作業業務を行うこと。 

７．各種報告書、成果物等の作成及び提出 

  受託者は次に掲げる書類等を作成し、明石市に提出することとする。 

 （ア）業務計画書 

   業務工程及び各月の業務量の予測を示した計画書を契約締結後７日以内

に提出すること。 

 （イ）業務責任者届 

   契約締結時に提出すること。 

 （ウ）業務報告書 

週次、月次の業務内容について報告し、業務完了後には全業務内容を総括

した報告書を提出すること。 

 （エ）ワクチン接種券発行受付リスト 

   電話対応において、ワクチン接種券の発行依頼を受付した場合は、翌営

業日の午前 10 時までに、明石市が指定する発行対象者の情報をリスト化の

上、ファイルを暗号化し、電子メールで提出すること。また、窓口対応に

おいては、ワクチン接種券の発行希望者またはその親族が記載した申請書

を受付の上、受付当日の業務終了後に明石市へ受付した全員分の申請書を

提出すること。 

 （オ）ワクチン接種予約受付リスト 

   ワクチン接種の予約を受付した翌営業日の午前 10 時までに、明石市が指

定する予約者情報をリスト化の上、ファイルを暗号化し、電子メールで提

出すること。また、予約を受付した翌日の午前 10 時までに、医療機関毎に

明石市が指定する予約者情報をリスト化の上、医療機関毎に異なるパスワ

ードでファイルを暗号化し、各医療機関へ電子メールで提供すること。な

お、予約者情報の提供については、情報セキュリティに配慮した上で、受

託者が構築する接種予約情報管理システムの仕様に組み込み、電子メール

を自動送信することとしても差し支えない。 

 （カ）ウェブサイト及び接種予約情報管理システム仕様書 



   ウェブサイト及び接種予約情報管理システムの仕様書は、契約締結後 20

営業日以内に提供すること。 

８．ウェブサイトの作成 

受託者は、明石市と協議の上、契約締結後 20 日以内にサーバーを手配し、次

に掲げる仕様のウェブサイト（モバイル版を含む。）を作成すること。ただし、

ウェブサイトにアクセスするための URL 及び同 QR コードについては、契約締結

後２営業日以内に、先行して作成の上、明石市に提供すること。 

（１）次に掲げる事項を掲載していること。 

（ア）明石市における担当部署の情報 

（イ）明石市、兵庫県、厚生労働省等の各ホームページへの外部リンク 

（ウ）ワクチン接種の予約受付方法の説明書き 

（エ）明石市が指定する簡易な Q&A（ワクチン接種券を紛失した場合等の質問

及び回答を想定。） 

（オ）ワクチン接種の注意事項 

（カ）その他明石市が必要と認める事項 

（２）市内のワクチン接種を実施する医療機関（20 か所から 50 か所見込）の情

報及び各医療機関の予約の空き状況を掲載した上で、市民が直接、ワクチ

ン接種予約を行う予約フォームを有すること。 

（３）予約フォームについては、医療機関及び日時を選択できる仕様とし、次

に掲げる予約者情報及びその他必要な情報を入力できること。なお、予約

受付可能時間の表示については明石市が指定する時間（15 分、30 分、１時

間等）で表示すること。 

 （ア）入力必須項目として、氏名、住所（県・市まではドロップダウンリス

トの形式とする。）、生年月日（ドロップダウンリストの形式とする。）、連

絡先、回数チェック欄（１回目・２回目）、利用規約等への同意チェック欄 

 （イ）任意項目として、接種券番号（住所において明石市を選択した場合は、

入力必須項目とする。）、国が定める優先的にワクチン接種を行う対象者で

あることへの同意チェック欄（基礎疾患を有する者等を想定のこと。なお、

証明書類のアップロードは不要とする。）、国が定めるやむを得ない事情に



より住所地外でワクチン接種を受ける理由のチェック欄（住所において明

石市以外を選択した場合には、入力必須項目とする。なお、証明書類のア

ップロードは不要とする。） 

（４）その時点の国が定めるワクチン接種対象者に該当するか（生年月日や（３）

（イ）のチェックの有無により判断することを想定。）、エラーチェックを

行い、エラーが出る場合は予約受付を行わないこととし、メッセージを表

示した上で予約フォームに戻すこと。 

（５）予約受付時に入力された接種券番号により、ワクチン接種予約管理シス

テム内の予約者情報（予約履歴）と照合の上、エラーチェックを行い、次

に掲げる条件に該当する場合はエラーとする。なお、エラーが出る場合は

予約受付を行わないこととし、エラーメッセージを表示した上で入力画面

に戻すこと。また、住所が明石市以外で接種券番号の入力がない場合には

予約受付を行うが、注意勧告のメッセージを表示し、必要に応じて、後日

電話連絡等を行うこととする。 

（ア）同じ回数（１回目・２回目）を選択している場合 

（イ）回数を２回目と選択した場合に、１回目のワクチン接種予約の履歴がな

い場合又は１回目と同じワクチンを扱う医療機関を選択していない又は１

回目のワクチン接種予約日から明石市が指定する日数以上の間隔が開いて

いない場合 

（６）予約受付完了後、（３）により入力された内容及び明石市における担当部

署の情報のほか明石市が指定する文面のメールを、入力されたメールアド

レスに自動送信すること。 

（７）ウェブサイトにアクセスが集中することを考慮し、サーバーダウンやア

クセス障害が発生しないよう努めること。なお、サーバーダウンやアクセ

ス障害が発生した場合には、即時に復旧作業にあたる体制を確保すること。 

（８）サイバー攻撃等による不正利用・情報漏洩等から情報資産を保護するた

めに、明石市情報セキュリティ基本方針を遵守し、情報セキュリティ機能

を有効に機能させることができること。 

９．ワクチン接種予約管理システムの構築 



受託者は、明石市と協議の上、契約締結後 20 日以内に次に掲げる仕様のワク

チン接種にかかる予約管理システムを構築すること。なお、国が作成するワク

チン接種円滑化システム（Ｖ-ＳＹＳ）との連携は想定しないものとする。 

（１）明石市が提供する医療機関の情報を事前に登録し、２．（３）に掲げる方

法により受付した予約者情報（事前に明石市から住基情報等を提供するもの

ではない。）を連携し、一元管理できること。なお、管理する情報は次に掲げ

るとおりとし、明石市の依頼により変更や追加、削除が随時行えること。 

（ア）市内の指定医療機関の情報 

医療機関番号、名称、所在地、連絡先、 

取り扱うワクチンの種類、予約受付可能日時及び接種可能数 

その他必要な情報 

（イ）予約者情報 

接種券番号（住所地が市外の場合は空白も可とする。）、 

氏名、住所、生年月日、連絡先、 

予約受付区分（電話・ウェブサイト・窓口）、 

回数（１回目・２回目）、予約日時、予約医療機関の医療機関番号 

その他必要な情報 

（２）予約管理システム内の情報を更新し、医療機関ごとの予約受付可能日時

及び接種可能数を随時ウェブサイトへ反映できること。 

（３）ワクチン接種の予約受付時に８（５）に掲げるエラーチェックにおいて

予約管理システム内の情報を連携できる仕様であること。 

（４）医療機関ごとに予約者情報を抽出し、データ化できること。 

（５）アクセス障害が発生しないよう努めること。なお、システム障害が発生

した場合には、即時に復旧作業にあたる体制を確保すること。 

（６）サイバー攻撃等による不正利用・情報漏洩等から情報資産を保護するた

めに、明石市情報セキュリティ基本方針を遵守し、情報セキュリティ機能

を有効に機能させることができること。 

10．受託事業者の責務 

（１）守秘義務及び個人情報の取扱い 



（ア）受託者は、本業務の実施に当たり、「個人情報の保護に関する法律」（平

成 15 年５月 30 日法律第 57 号）及びその関連法令、「明石市個人情報の

保護に関する条例」並びに「明石市個人情報の保護に関する条例施行規

則」を遵守すること。 

（イ）受託者は、法令で定められた場合を除き、本業務で取り扱う個人情報及

び機密情報（以下、「個人情報等」という。）について、第三者に漏えい、

開示及び目的外利用（以下、「漏えい等」という。）を行ってはならない。

また、本委託業務の実施に必要な場合を除き、指定された場所以外に持

ち出してはならない。なお、上記の取扱いは本契約が終了（解除の場合

を含む。）した後においても同様とする。 

（ウ）受託者は、業務責任者及び業務従事者と、契約終了後及び退職後におい

ても有効な、個人情報等の漏えい等を禁じた契約を締結すること。 

（２）個人情報を記録した文書等の取扱い 

（ア）受託者は、本業務で取扱う個人情報等を記録したワクチン接種券の発行

受付対象者リストや、ワクチン接種の予約受付対象者リスト等（以下「対

象者リスト等」という。）について、漏えい等、紛失、毀損等が発生し

ないよう必要な措置を講じること。 

（イ）受託者は、業務仕様書等に定める場合を除き、対象者リスト等の全部又

は一部の複写複製等を行ってはならない。また、複写複製等を防止する

ため必要な措置を講じること。 

（ウ）受託者は、本業務の実施に当たり作成、汚損、又は毀損等した申請書等

が不要となった場合には、当該対象者リスト等を個人情報等の復元又は

判読等が不可能な方法により、速やかに消去又は廃棄を行うこと。 

（３）情報機器等の持込み制限 

（ア）受託者は、本業務の実施に当たり、情報端末（携帯電話、スマートフ   

ォン、デスクトップＰＣ、ノートＰＣ、タブレットＰＣ及びプリンタ等

の周辺機器を含む。）及び記録媒体（ＵＳＢメモリ等）（以下「情報端末

等」という。）を業務実施場所に持ち込む場合には、事前に明石市の許

可を得ることとし、許可を得ない情報端末等の持ち込みは禁止する。 



（イ）受託者は、情報端末等の保管場所、使用場所等について明石市と協議  

のうえ決定すること。 

（ウ）受託者は、情報端末等の紛失防止、個人情報保護の対策を自らの責任  

において確実に講じること。 

（エ）業務従事者の私物（携帯電話、スマートフォン等を含む）の持ち込み  

については、明石市と協議することとし、明石市が認めない業務実施場

所への私物の持ち込みは禁止する。 

11．設備、機器等 

（１）本業務を実施するために必要な物品等は、必要な数量を受託者が準備す

ること。 

（ア）情報端末（パソコン） 

（イ）電話機やタブレットＰＣ、ファックス機器ほか備品 

（ウ）電話回線及びインターネット環境 

（エ）保管用ファイル、文房具ほか消耗品 

（オ）感染症拡大防止に必要な資材等 

（２）前項（イ）に掲げるタブレットＰＣについては、明石市役所本庁舎等の

市民窓口に市民から相談があった場合に、コールセンターにおいてフェイ

スタイムによりビデオ通話を行うことを想定し、準備しておくこと。 

（３）上記（１）（ウ）に掲げる電話回線については、0570 から始まるナビダイ

ヤル回線とし、契約締結後１週間以内に先行して電話番号（ファックス番

号も含む。）を取得の上、明石市に提供すること。 

12．業務従事者に対する研修 

受託者は、業務従事者に対し、本業務の開始前及び業務開始後には定期的に、

業務の実施に必要な知識を習得する為の研修（服務規律、倫理・コンプライア

ンスの研修を含む）を行い、本業務の質の維持及び向上に努めること。なお、

研修に必要となる費用は、受託者の負担とする。 

13．緊急時の対応 

（１）業務責任者は、緊急時の連絡体制、対応方法について定め、明石市と協

議の上、業務開始前に内容についての承諾を受けること。 



（２）緊急を要する場合は、受託者は必要な措置を直ちに講じること。 

14．再委託の禁止 

受託者は、業務の全部を一括して、又は特記仕様書において指定した主たる

部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

なお、受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとする

ときは、次に掲げる全ての要件を満たすことを条件とし、あらかじめ明石市の

承諾を得なければならない。 

（１）受託者は明石市に対し、再委託先事業者に委託する業務の範囲、再委託

を行うことの合理性及び必要性、再委託先事業者の履行能力並びに報告徴

収、個人情報の管理その他運営管理の方法について、事前に報告すること。 

（２）再委託先事業者は、本業務の実施に当たり、10．（１）から（３）に規定

する事項その他の事項について受託者が負うべき責務と同様の責務を負う

こと。 

（３）受託者は、再委託先事業者に対し、上記（２）について必要な措置を講

じさせるとともに、再委託先事業者から必要な報告を徴収すること。 

（４）再委託先事業者が実施する業務は、全て受託者の責任において実施する

こととし、再委託先事業者の責めに帰すべき事由については、受託者の責

めに帰すべき事由とみなして、受託者が責任を負うこと。 

15．賠償責任 

受託者は、本業務の実施に当たり、受託者の責めに帰すべき事由により明石

市又は第三者に損害を与えたときは、受託者の責任において、その損害を賠償

することとする。 

16．その他 

（１）本業務にかかる委託料について、受託者は、明石市が指定する方法によ

り、明石市に請求するものとする。なお、明石市は、受託者から適法な委

託料の請求を受けたときは、速やかにこれを支払うものとする。 

（２）業務実施場所における業務従事者に対するコロナ感染予防対策を実施す

ること。 

（３）受託者は、業務従事者を募集、雇用するにあたり、新型コロナウイルス



感染症の感染拡大に伴い失業した者について配慮するよう努めること。 

（４）ワクチン接種事業については、明石市は国の方針に従い実施するもので

あり、本業務については、ワクチン接種事業における一部業務を委託する

ものである。 

受託者は、厚生労働省のホームページ（ https://www.mhlw.go.jp/stf/ 

newpage_15608.html ）に掲載されている資料を熟読し、今後、国の方針

変更等により業務内容の一部を変更する可能性があることを考慮した上で、

受託者は明石市から求めがあった場合には、誠実な対応を行うこと。 

（５）上記に記載のない事項については明石市と協議する。 


