
平成３１年度 健康診断業務委託契約書（案）

沖縄県立看護大学学長 嘉手苅 英子（以下「甲」という。）と○○○（以下「乙」と

いう）との間に健康診断業務（以下「健診業務」という。）の実施について、次のとおり

の契約を締結する。

（健診業務の実施）

第１条 甲は、健診業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。

２ 乙は別添仕様書及び甲の指示に従って健診業務を実施しなければならない。

（委託期間）

第２条 委託期間は平成３１年５月１３日から平成３２年３月３１日までとする。

（健診業務区分と検査項目）

第３条 健診業務区分は次のとおり区分して実施する。

（１）学生健康診断業務

（２）職員健康診断業務

（結果報告）

第４条 乙は、健診業務実施後、その実施結果について判定を行ない、別添仕様書に定め

る期限までに、書面及びデジタルデータで甲に報告しなければならない。

２ 乙は、前項の健診実施結果について、甲へ通知するとともに、学生本人及び職員

へ通知するものとする。

（委託料及び支払方法）

第５条 健診業務の委託料は、別添仕様書のとおりとする。

２ 乙は、甲の承認を得て、健診業務実績に基づき、前項に定める委託料を分割して

請求することができる。

３ 甲は、乙の適法な支払請求書を受理した日から３０日以内に委託料を支払うもの

とする。

（契約保証金）

第６条 乙は、契約保証金として契約単価に予定数量を乗じて得た金額の100 分の10 以

上を納付しなければならない。ただし、沖縄県財務規則第101条第２項の規定に該

当する場合は、この限りではない。

（機材等に係る費用）

第７条 健診業務の実施に必要な機材等に係る費用は、すべて乙の負担とする。

（機密の保持・個人情報等の取扱い）

第８条 乙は、健診業務の処理上知り得た情報を、個人情報の保護の重要性を認識し、個

人情報を機密として管理するものとし、正当な理由なく個人情報を第三者に開示、

提供及び漏洩してはならない。

２ 乙は委託業務における個人情報の保護管理責任者を定め、乙の役員及び職員が個

人情報を機密として保持し、第三者に開示、提供及び漏洩することがないよう、万

全の管理体制、措置（個人情報保護に関する教育の実施を含む。）を講ずるととも

に、甲が指示する管理事項を遵守しなければならない。

３ 乙は前２項の義務を、役員及び職員に周知徹底し、役員及び職員が退職後を含め

てこれを遵守することを保証する。さらに乙は、委託業務に従事する役員及び職員



より機密保持に関する誓約書を提出させ、甲が要請した場合には、これを提出する

ものとする。

４ 乙は個人情報の加工（委託契約の範囲内のものを除く）、改ざん、複写又は複製

（安全管理上必要なバックアップを目的とするもの等委託契約範囲内のものを除

く。）を行なってはならない。

５ 甲は、乙に対し、いつでも機密保持にかかわる管理状況を監査する権限を有する

ものとし、甲が乙に対して機密保持にかかる監査を実施する場合、乙は甲に協力し

なければならない。

６ 乙は、甲より個人情報の返却、廃棄及び消去の請求を受けたとき、その他の理由

により個人情報が不要になったときは、これらを速やかに甲に返却し、または甲の

指示に従って廃棄及び消去するものとする。

７ 乙及び乙に従事する職員は、沖縄県個人情報保護条例第１１条第２項、並びに第

１２条の規定に基づく義務を負い、これに反した場合は同条第６６条及び第６７条

の規定に基づく罰則が適用される場合がある。

８ 乙は、個人情報の遺漏等事故が発生した場合は、速やかに甲へ報告しなければな

らない。

９ 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとする。

（再委託等の禁止）

第９条 乙は、健診業務の全部又は一部を第三者に委託し、若しくは請け負わせ、又はこ

の契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはならない。

（損害賠償）

第１０条 乙は、次の事由が生じたときには直ちに損害を賠償しなければならない。

(１) 乙が、委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。

（契約の解除）

第１１条 甲は、次の各号のいづれかの事情が生じたときは、この契約を解除するものと

する。

（１）乙がこの契約に違反又は契約を履行しないとき

（２）乙が次に挙げた一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約

を解除することができる。

ア 法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法

人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)

の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している

者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成３年

法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき

イ 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

るとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしているとき。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

（３）委託業務を持続する必要がなくなったとき。



２ 前項第１号から第２号の規定による契約解除の場合には、甲は違約金として①契約保

証金を取得し返還の義務を負わない。②契約単価に予定数量を乗じて得た額に100 分の

10を乗じて得た金額を乙に請求することができる。

※契約保証金を納付している場合は①、免除している場合は②

３ 甲は、契約を解除した場合に生じた損害が、前項の違約金の額を超えるときは、その

不足分を乙に請求することができる。

４ 甲は、前項第３号によりこの契約を解除しようとするときは、乙に対しこの旨を１ヵ

月前までに書面をもって通知するものとする。

（疑義の解決）

第１２条 前各条のほか、この契約に関して甲乙間に疑義が生じたとき、又はこの契約

に定めのない事項については甲の指示により処理するものとする。

この契約の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を所有するものと

する。

平成 年 月 日

甲 那覇市与儀 1丁目２４番地１号
沖縄県立看護大学

学長 嘉手苅 英子 （印）

乙 （印）



健康診断業務委託仕様書

１ 学生健康診断

(１)定期健康診断

検査項目 内容･企画 単価(円) 備考

ア 胸部Ｘ線間接撮影 ツベルクリン反応検査
を除き以下の項目は全
ての学生

Ｈｂ・ＲＢＣ
イ 血液検査 ・ＷＢＣ

ウ 聴力検査 ｵｰｼﾞｵﾒｰﾀｰ 1000hz・4000hz

エ 尿検査 糖・蛋白・潜血・
ウロビリノーゲン

オ 診察 聴打診

カ 血圧測定

キ 視力 裸眼又は矯正視力測定

ク 身長、体重、ＢＭＩ

ケ 腹囲測定

コ ツベルクリン反応検査 １年次の学生が対象

（消費税別）

※定期健康診断を受診できなかった学生は、定期健診から３ヶ月以内に受託健診機関に
おいて、定期健診の健診項目及び内容により受診することとする。



２ 職員健康診断

(１)定期健康診断

検査項目 内容･企画 単価(円) 備考

ア 胸部Ｘ線間接撮影 以下の項目は全て
の職員

Ｈｂ・Ｈｔ・ＲＢＣ
・ＷＢＣ

肝機能検査
ＧＯＴ・ＧＰＴ・γ
－ＧＴＰ

血中脂質検査
イ 血液検査 （総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ・ＨＤＬ

ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ・中性脂肪・
ＬＤＬｺﾚｽﾃﾛｰﾙ）

糖尿病検査（血糖）

糖尿病検査（ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞ
ﾝ A1c）

腎機能検査（ｸﾚｱﾁﾆﾝ）

腎機能検査 BUN(尿
素窒素)

痛風検査（尿酸 UA）

ウ 安静時心電図検査 12 誘導

エ 聴力検査 ｵｰｼﾞｵﾒｰﾀｰ 1000hz・4000hz

オ 尿検査 糖・蛋白・潜血・ｳﾛﾋﾞ
ﾘﾉｰｹﾞﾝ

カ 診察 聴打診

キ 血圧測定

ク 視力検査 裸眼又 は矯正視力
測定

ケ 身長、体重、ＢＭＩ

コ 腹囲測定

サ 眼底

（消費税別）

※定期健康診断を受診できなかった職員は、定期健診から３ヶ月以内に受託健診機関に
おいて、定期健診の健診項目及び内容により受診することとする。



（２）追加検査

検査項目 内容･企画 単価(円) 備考

ア 大腸がん検査 ２日間採便法 定期健康診断を受診する
40 歳以上の希望者

イ 胸部Ｘ線直接撮影 車ｲｽ、松葉杖使用等職員
その他、大学が必要と認
めた職員

（消費税別）



仕 様 説 明

１．定期健康診断について

（１）定期健診対象者
約４００人（見込み）

（２）健診会場及び健診日時
県立看護大学を会場とする。
健診日時は平成３１年５月２２日（水）に実施することとし、実施に当たっての会

場設営等については受託者と看護大学とで詳細を調整することとする。

（３）健診スタッフ
健診を１日間（概ね８時３０分～１７時００分）で終了できるスタッフ体制とする。

（４）問診について
健診機関の使用する問診票を使用すること。

（５）指定日に受診できなかった場合
定期健診から３ヶ月以内に受託健診機関において、定期健診の健診項目及び内容に

より受診することとする。

（６）胸部Ｘ線直接撮影について
受診する職員は、胸部Ｘ線間接撮影は省く。

２．健診結果報告について
健診結果は受診後１ヶ月以内に次のとおり報告すること。

（１）受診学生及び職員毎に検診結果を２部作成すること。一部は、個人通知用封筒
に封入すること。残りの一部は職場用封筒に受診学生及び職員分をまとめて封入す
ること。なお、健診実施日後に健診した学生及び職員分については３ヶ月以内に健
診を受託機関において受診しその結果をその１ヶ月以内に大学に前述の方法により
処理すること。

（２）大学の指定するデジタルデータを提出すること。

３．個人情報の取扱いについて
沖縄県個人情報保護条例、個人情報の安全確保について適切な措置を講ずる義務を

負う。

４．その他
その他健康診断実施に際して必要な事項が生じたときは、大学の指示に従うものと

する。


