
仕 様 書 

 

 

１ 業務名 

  新型コロナウィルス検体の集荷及び配達業務  

 

２ 業務概要 

  新型コロナウィルスの検体(厚労省が示した 2019-nCoV 感染を疑う患者の検

体採取・輸送マニュアルに規定された梱包方法を遵守したもの )について、市

内の医療機関にて集荷を行い札幌市衛生研究所等の検査機関(以下、「札幌市衛

生研究所等」という。)に配達する。 

   

３ 業務期間 

  令和２年６月１日から令和２年 10 月 31 日まで 

 

４ 業務内容 

本市が指定した医療機関に対し、検体の集荷業務を行い、指定時間までに札

幌市衛生研究所等に配達する。 

  また、業務を行うにあたっては、下記に定める事項を厳守することとする。 

 

(1) 集荷および配達の流れ 

ア 札幌市衛生研究所に検体を配達する場合 

   集荷に行く前に四次容器(以下、「回収ボックス」という。)内に凍らせ 

た保冷剤を入れて準備する。 

下記医療機関に、持参した三次容器(以下、「密閉パウチ」という。)を 

渡して検体を入れてもらう。 

密閉パウチをさらに回収ボックスに入れてもらい、指定時間(下記(3)) 

までに札幌市衛生研究所等に配達する。 

  イ その他の検査機関に検体を配達する場合 

 委託者と検査機関が協議して決定する。 

(2) 集荷する医療機関 

ア 毎回集荷する医療機関 

下記 4(3)アの検査機関に A および B の時間までに配達できるよう、下 

記に指定した医療機関に午前と午後の 1 日 2 回集荷する。集荷するもの 

が無くてもコースに組み込むこと。ただし極端に集荷が減った場合など  

は委託者と受託者が協議し、変更等を行うものするものとする。 

   NTT 東日本札幌病院、勤医協中央病院、KKR 札幌医療センター、 

札幌厚生病院、自衛隊札幌病院、JR 札幌病院、JCHO 北辰病院、 

JCHO 北海道病院、手稲渓仁会病院、北海道医療センター 

イ 臨時的に集荷する医療機関 

市内のみ。事前に受託者に連絡のうえ調整を行う。 

 



(3) 指定時間 

ア 札幌市衛生研究所 

A 11 時 

B 16 時 

 イ その他の検査機関 

別途指定する時間。ただし、原則 10 時から 16 時の間で委託者と検査機 

関が協議の上で指定する。 

[集配施設] 

NTT 東日本札幌病院  中央区南 1 条西 15 丁目  

勤医協中央病院  東区東苗穂五条 1-9-1 

KKR 札幌医療センター  豊平区平岸 1 条 6-3-40 

札幌厚生病院  中央区北 3 条東 8 丁目 5 番地  

自衛隊札幌病院  南区真駒内 17 番地  

JCHO 北辰病院  厚別区厚別中央 2 条 6-2-1 

JCHO 北海道病院  豊平区中ノ島 1 条 8-3-18 

手稲渓仁会病院  手稲区前田 1 条 12-1-40 

北大病院  北区北 14 条西 5 丁目  

北海道医療センター  西区山の手 5 条 7 丁目 1 番 1 号  

札幌市衛生研究所  白石区菊水 9 条 1 丁目  

市内の医療機関  

または検査機関  
各所在地  

(4) 集荷経路 

上記 4(1)アに指定した「毎回集荷する医療機関」間の経路等については、 

受託者に一任する。受託者はあらかじめ運行予定表(別紙 1)を作成する。 

「臨時的に集荷する医療機関」に関する業務は最低１時間からとし、１ 

時間を超える部分については、１分以上 30 分以内は 0.5 時間（30 分）、31

分以上 60 分以内は１時間（60 分）を要したものとしてみなす。 

なお、出発地から最初の集荷先医療機関までの所要時間および札幌市衛生

研究所等から出発地までの所要時間はそれぞれ 30 分とみなす。 

また、時間計算は 1 回ごとに行う。 

(5) 契約期間における予定回数および時間 

   以下は参考であり、最低実施回数および時間を保証するものではない。 

  ア 毎回集荷する医療機関 

    2.5 時間(所要時間)×306 回×3 台＝2,295 時間 

  イ 臨時的に集荷する医療機関 

    １時間×306 回×3 台＝918 時間 

(6) 集荷時間 

   月曜日から日曜日の８時 30 分から 15 時 50 分までの間とし、祝日も含む。 

 (7) 連絡時間 

   臨時的に集荷する医療機関に関する集荷依頼の連絡は、集荷する前日の

19 時までに電子メールにて行うこととする。  

(8) 留意事項 

毎回集荷する医療機関については、1 回につき 1 台あたり 2 医療機関以上 



集荷することとする。 

    臨時的に集荷する医療機関について、1 回につき 2 医療機関以上発生した 

場合は、むやみに集荷する台数を増やさず、効率的に集荷するよう心掛ける  

こととする。 

 

５ 提出物 

(1) 運行予定表 

    契約業務を履行するにあたり、事前に上記 4(2)アに指定した医療機関に 

ついての運行予定表を提出する。 

 なお、運行予定表は集荷する医療機関とも共有するため、交通事情により

大幅な遅れが生じる場合は、あらかじめ委託者に連絡すること。 

    上記 4(2)アに指定した医療機関については、運行予定表に従って集荷す

ることとし、当該運行予定表を変更する場合は、委託者と協議することとす

る。 

(2) 収受簿兼運転日報 

   医療機関にて検体を受領した際は、収受簿兼運転日報(別紙 1)で管理する。 

受け渡した検体数と対応した職員の氏名(姓のみでも可)を医療機関側に 

記入いただく。 

   札幌市衛生研究所等に配達した際は、検体数を確認してもらい、受領した

職員の氏名(姓のみでも可)を記入してもらう。 

   渡した場所で検体数の確認をすることが困難な場合は、検体数欄に斜線を

引いてもらい、受領した職員の氏名(姓のみでも可)を記入してもらう。 

     検体を受領した時間および配達した時間は集荷した者が記入する。 

(3) 完了届 

  各月の業務を完了したときは、速やかに役務-第 9 号様式の完了届(別紙

2)を上記収受簿兼運転日報とともに提出すること。 

  なお、完了届の提出後に業務内容の検査を行うが、検査に合格しないとき

は、委託者の指示する期間内にこれを補正しなければならない。 

(4) 請求書 

   前項の検査合格後、速やかに請求書(別紙 3)を提出すること。 

(5) その他委託者が指示するもの 

 

６ 貸与品 

  委託者は受託者が着用する名札、密閉パウチ、回収ボックス、保冷剤、保冷 

剤回収容器を貸与する。 

  受託者は委託期間終了後、貸与品を委託者に返納するものとする。  

なお、保冷剤については、使用後、保冷剤回収容器に入れ、適宜委託者に  

返納するものとする。 

 

７ 支払等 

契約は一時間あたり単価で行い、各月の所要時間に応じて支払うが、上記

4(2)アの毎回集荷する医療機関については、実際に要した時間に関わらず、 1

回当たり上記 4(5)アの所要時間を要したものとみなす。 



なお、キャンセル料や待機料などは請求できないものとする。 

 

８ 受託条件 

(1) 配達に使用する車両に適合する運送事業の許可取得または届出を証する

書面を提出すること。 

(2) 検体を配達する際は、他の配達物とともに搬送しないこと。 

(3) 受託業務を円滑に遂行するために、業務責任者を選任すること。業務責

任者は、業務に係る連絡調整にあたること。 

(4) 労働争議その他の事情により受託業務の遂行が困難とならないよう、あ

らかじめ体制を整えておくこと。 

(5) 人身、対物および車両等の事故が生じた場合、関係法令に基づいた措置

を速やかに講じ、その状況を委託者に至急報告すること。 

 

９ その他 

(1)  本仕様書に定める事項のほか、札幌市契約規則及び関係法令を遵守する  

こと。  

(2) 梱包された検体の開封は厳禁とする。また、業務で知りえた秘密を第三 

者に漏らさないこと。 

(3) 医療機関での集荷の際などに盗難、紛失などの事故がおきないよう細心 

の注意を払うこと。 

(4) 急ブレーキなどの衝撃で転倒、破損しないように、緩衝材を用いるなど 

の防止策を行うこと。 

(5) アイドリングストップの推進、ふんわりアクセルの実施、エアコンの使 

用抑制、暖機運転の短縮、日常点検の実施等、エコドライブの推進および安  

全運転に努めること。  

(6)  本業務の遂行にあたっては、委託者と連携を密にして作業を進め、質  

疑が生じた場合は、委託者、受託者双方が協議をして、これを処理すること。  

(7)  委託者は必要に応じ、業務の遂行について調査および報告を求め、問題    

がある場合は改善を求めることができる。  

 

10 担当課 

  札幌市保健福祉局 保健所 感染症総合対策課 担当：成田 

  所在地：札幌市中央区大通西 19 丁目  

  電 話：011-622-5199 


