
仕 様 書 

 

１ 件  名    新型コロナウイルスの濃厚接触者及び自宅療養者の健康観察に係る労働

者派遣業務 

 

２ 目  的    保健師又は看護師の派遣労働者を活用し、新型コロナウイルスに関する相

談体制等保健所機能の充実を図る。 

 

３ 派遣期間    令和４年４月１日から令和４年 11月 30日まで 

ただし、新型コロナウイルスの感染状況等により上記期間を変更すること

がある。その場合派遣先は派遣期間中においても、派遣元に 30日前までに

終了の通知をすることにより、契約を解除できるものとする。 

          なお、派遣期間は、派遣先及び派遣元で協議の上延長できるものとする。 

 

４ 派遣人員     濃厚接触者の健康観察 上限 16名の範囲内 

           自宅療養者の健康観察 上限 10名の範囲内 

午前 8時 45分 ～ 午後 5時 15分  

          ※派遣先は派遣元と協議の上、契約期間中に想定する業務量の増減があっ

た場合は、派遣人員数について変更することができる。なお、派遣元から

派遣先へのシフト確定連絡後の減員は不可とする。 

 

５ 就業場所    札幌市中央区北 12条西 20丁目 2－2 札幌中央卸売市場青果棟３階 

           ※今後、変更となることがある。 

 

６ 組織単位    札幌市保健所医療対策室業務調整課（宿泊・自宅療養担当） 

 

７ 指揮命令者   札幌市保健所医療対策室業務調整課 

宿泊・自宅療養担当課長 斉藤 そのみ  

札幌市保健所医療対策室業務調整課 

宿泊・自宅療養担当課長 日比野 篤 

ただし、当該指揮命令者が指名する札幌市職員が指揮監督を代行すること

ができる。 

          ※今後、変更となることがある。 

 

８ 派遣労働者に求められる要件 

(1) 職務の重要性を理解し、本市職員に準ずる心構えで担当業務に従事できること。 

(2) 保健師または正看護師の資格を有し実務経験があること。経験年数は問わない。 

(3) 感染症業務に従事するため、業務内容すべてに守秘義務があることを理解し、従事でき

ること。 

 

９ 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度 

役職を有さない（所定外労働あり、部下なし） 

 



10 業務内容 

  濃厚接触者及び自宅療養者の健康観察について、それぞれ以下の業務を行う。 

  なお、担当業務は必ずしも一方の業務に固定されるものではなく、感染状況等に応じてもう

一方の業務に変更することがある。 

 

(1) 濃厚接触者の健康観察 

ア 健康観察ツール「こびまる」を用いた健康観察 

札幌市独自の健康観察ツール「こびまる」を用い、オンライン上で濃厚接触者の体調を

確認し健康観察を行う。 

    こびまるを用いることができない者には、必要に応じて架電し健康観察を行う。 

    なお、札幌市民だけでなく、管外（札幌市外）から依頼のあった濃厚接触者への健康観

察を実施する。 

 イ 濃厚接触者の体調悪化時の PCR検査調整 

    健康観察期間中に体調が悪化したものに対し、状況を確認し PCR検査の調整を行う。 

  ウ 自宅待機解除の判断 

    厚生労働省から発出された基準や聞き取った健康観察結果等に基づき、自宅待機解除の

判断を行う。 

  エ 健康観察記録入力 

    架電により聞き取った健康状態を、PCを用いてこびまるへ代行入力する。 

  オ その他 

    その他指揮命令者が必要と判断した濃厚接触者の健康観察に関わる業務について、補助

的業務を行う。 

 

(2) 自宅療養者の健康観察 

ア 自宅療養者のスクリーニングを行う。 

   イ 健康管理ツール「こびまる」を用いた健康観察 

札幌市独自の健康観察ツール「こびまる」を用い、オンライン上で濃厚接触者の体調を

確認し健康観察を行う。 

こびまるを用いることができない者には、必要に応じて架電し健康観察を行う。 

  ウ 電話での相談が難しい方へのメール等による健康観察を行う。 

エ 必要に応じて医療機関の案内および医師への相談を行う。 

オ 自宅療養者に必要な薬剤の確保支援 

常用薬剤や新型コロナウイルスの症状に伴う薬剤について、自宅療養者の状況に応じて、

確保できるよう介入する。必要に応じて服薬指導を行う。 

  カ 自宅療養解除の判断および案内 

    自宅療養解除の基準や健康観察結果等に基づき、自宅療養解除の判断および案内を行う。 

  キ 記録整理 

健康観察記録の作成、更新および整理を行う。 

  ク その他 

その他指揮命令者が必要と判断した自宅療養者の健康観察に関わる業務について、補助

的業務を行う。 

 

11 就 業 日 

毎日（土曜日、日曜日及び休日を含む） 

 



12 就業時間 

  原則として、午前８時 45 分から午後 5 時 15 分までとする。休憩は、勤務時間内の 45 分間

とするが、超過勤務を行い就業時間が８時間を超えた場合は計 1時間の休憩時間をとるものと

する。 

 

13 就業時間の延長 

  毎月 45 時間、年間 360 時間の範囲内において超過勤務を命ずることができるものとする。 

  この場合、命令時間は 15分単位とする。延長した場合の時間単価は、週に 40時間以上の勤 

 務をした場合でも契約単価と同じとするが、日に８時間の就業時間を上回った時間は二割五 

 分の割増単価とする（１円未満の端数がある場合は、これを切り上げる）。なお、就業時間 

 の延長に伴う派遣労働者への割増賃金の支払いは、派遣元において労働基準法等に基づき 

適切に行うものとする。 

 

14 派遣労働者の選任等 

派遣元は、派遣先に対し、次の(1)～(2)の事項について、契約締結時又は契約締結後速やか 

に通知すること。 

(1) 労働者派遣事業の許可番号 

(2) 派遣労働者の保健師または看護師の資格を確認できる書類 

 

15 派 遣 労 働 者 の 代 替 

・派遣元は、派遣労働者が勤務できない事態が発生した場合は、就業時間の開始時刻までに派     

遣先へ連絡し、原則、他の者を代替で派遣すること。 

・派遣労働者から派遣契約の解除の申請があった場合は、派遣先の求めに応じ派遣元は期間を 

空けることなくこれに代わる者を派遣すること。ただし、作業の継続性および効率性を確保す

る観点から代替人員の派遣を求めない場合がある。 

・代替で派遣する労働者を決定後、速やかに派遣先に通知すること。 

・派遣労働者が、派遣業務の遂行にあたり著しく不適当と認められる場合には、派遣先はその

理由を示して派遣労働者の交代を派遣元に対し要請することができる。 

 

16 安全及び衛生に関する措置 

派遣先及び派遣元は､労働者派遣法第 44 条から第 47 条の 2 までの規定により課された各法

令を厳守し、自己に課された法令上の責任を負う。 

なお、派遣就業中の安全及び衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定を適用するこ

ととし、その他については、派遣元の安全衛生に関する規定を適用する。 

 

17 派遣労働者からの苦情の処理及び責任者、苦情処理担当者 

(1) 派遣先  ※今後、変更となることがある。 

派遣先責任者名及び連絡先 

札幌市保健福祉局保健所医療対策室業務調整課

宿泊・自宅療養担当課長 

濃厚接触者の健康観察：斉藤 そのみ 

（電話 011-624-7835） 

自宅療養者の健康観察：日比野 篤 

（電話 011-624-7236） 



派遣先苦情処理担当者名及び連絡先 

札幌市保健福祉局保健所医療対策室業務調整課

宿泊・自宅療養担当係長 

濃厚接触者の健康観察：木村 洋太 

（電話 011-624-7837） 

自宅療養者の健康観察：小谷松 友和 

（電話 011-624-7218） 

(2) 派遣元 

派遣元は、派遣先に対し、派遣元責任者及び派遣元苦情処理担当者の氏名及び連絡先を

契約締結時又は契約締結後速やかに通知すること。 

(3) 苦情処理方法、連絡体制等 

ア 派遣先、又は派遣元の苦情処理担当者が、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、 

 直ちにそれぞれの責任者へ連絡することとし、当該責任者が中心となって、誠意を持っ

て、遅滞なく、当該苦情の適切、迅速な処理を図ることとし、その結果について、必ず、

派遣労働者に通知することとする。 

イ 派遣先及び派遣元は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相

互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとす

る。 

 

18 請求方法 

(1) 派遣元事業主は、月ごとに業務完了届を提出し、派遣先の検査合格後に、派遣先に所定

の様式により請求するものとする。 

(2) 通勤に要する旅費については、契約金額に含むものとする。 

ただし、勤務中に発生する出張旅費は、契約金額に含まない。別途、派遣先において負担 

する。 

 

19 労働派遣契約の解除にあたって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置 

(1)  労働者派遣契約の解除に伴う就業機会の確保 

派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に 

    労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図

ることとする。 

(2)  損害賠償等に係る適切な措置 

       派遣先は、前項における就業機会の確保を図ることができない場合、当該労働者派遣契

約の解除に伴い派遣元が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なく

されたことにより生じた損害を次のとおり賠償しなければならない。 

ア 派遣元が当該派遣労働者を休業させる場合は、休業手当に相当する額以上の額 

イ 派遣元がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合で、派遣先が 30日以

上前に通知をしなかったことにより、派遣元が派遣労働者に解雇の予告をしなかったと

きは、30日分以上の賃金に相当する額以上 

ウ 派遣元がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合で、派遣先が 30日以

上前に通知をしなかったことにより、当該予告をした日から解雇の日までの期間が 30日

に満たないときは、30日に満たない日数分以上の賃金に相当する額以上 

エ その他派遣先は派遣元と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。 

 また、派遣元及び派遣先の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣元及び派遣先

のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。 



 (3) 労働者派遣契約の解除の理由の明示 

    派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうと

する場合であって、派遣元から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由

を派遣元に対して明らかにすることとする。 

 

20 便宜供与 

  派遣労働者に対し、派遣先の保健所職員が利用する給湯室等について、利用することができ

るように便宜供与すること。 

 

21 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 

  労働者派遣の契約の終了後、派遣先が当該派遣労働者を雇用する場合は、その雇用意思を事 

前に派遣元に通知するものとする。 

  派遣元が職業紹介を行うことが可能な場合は、職業紹介により紹介手数料を派遣元に支払う。 

 職業紹介に係る手数料は別途協議のうえ定める。 

 

22 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は６０歳以上の者に限定するか否かの別 

  労働者を無期雇用派遣労働者又は６０歳以上の者に限定しない。 

 

23 派遣労働者を協定対象労働者に限定するか否かの別 

労働者を協定対象労働者に限定しない。 

 

24 個人情報の保護及び情報セキュリティについて 

 (1) 契約締結時又は、契約締結後速やかにプライバシーマーク使用許諾証などの提示又は（写）

を提供すること。 

 (2) 派遣労働者は、業務履行中に知り得た個人情報及び業務上知り得た情報については一切 

第三者に漏らしてはならない。契約履行後も同様とする。 

 (3) 派遣労働者は、業務で取扱う文書等について、就業場所以外への持ち出しを禁止する。 

 (4) 派遣元は、派遣労働者に対し、個人情報の適正な管理及び情報セキュリティポリシーに

関して周知し、また、これらに違反した場合の札幌市個人情報保護条例（平成 16年条例第

35号）に基づく罰則の適用及び措置について周知しなければならない。 

 (5) 派遣元及び派遣労働者は、派遣先の監査に応ずること。 

 

25 「共生社会の実現に向けた札幌市職員の接遇要領」に即した障害者への対応について 

  契約の履行にあたっては、「共生社会の実現に向けた札幌市職員の接遇要領」にある障害者

への配慮等の実践に努めること。 

 

26 札幌市環境マネジメントシステムへの協力について 

  契約の履行にあたっては、札幌市環境マネジメントシステムの取り組みに協力すること。 

 

27 その他 

  本仕様書に定めない事項及び解釈に疑義が生じた場合は、その都度協議をすること。 


