
越前市国民健康保険特定健康診査・健康診査等（集団健診）業務仕様書

１ 事業の目的

  自覚症状のない高血圧や糖尿病、がんなどの生活習慣病を早期に発見し、早期の治療につな

げるため、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した特定健康診査・健康診査、

栄養指導・健康相談を集団方式で行う。

また、特定健康診査・健康診査と同時に肝炎ウイルス検査（ＨＢｓ抗原検査、ＨＣＶ抗体検

査、ＨＣＶ－ＲＮＡ検査）、前立腺がん検査（ＰＳＡ特異抗原検査）、ピロリ菌抗体検査を実施

し、疾患等の有無を検査する機会を設ける。

さらに、特定健康診査・健康診査の受診勧奨を行い、生活習慣病の予防を目指した取り組み

を行う。

２ 業務の概要

 （１）業務名  越前市国民健康保険特定健康診査・健康診査等（集団健診）業務

 （２）期間

   ア 業務委託期間  契約締結日から令和７年３月３１日まで 

   イ 健診実施期間  各年度５月から翌年２月まで

 （３）実施回数  年４０回程度

 （４）実施人数  １会場あたり２０名～１００名程度

 （５）実施時間  午前の場合 午前８時３０分から午前１０時３０分受付

          午後の場合 午後１時から午後２時３０分受付

          （終了時刻は、最終受診者が健診等を完了するまで）

 （６）業務履行場所  市内公民館等、市の指定する会場

３ 業務の内容

  「高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）」、「越前市国民健康保険特定

健康診査等及び健康診査の実施に関する規則」、「越前市健康増進事業等の実施に関する規則」、

「越前市肝炎ウイルス検診等実施要綱」、「越前市がん検診実施要綱」の規定に基づき、特定健

康診査等を実施する。委託する業務の内容は、厚生労働省令第１５７号「特定健康診査及び特

定保健指導の実施に関する基準」（以下「実施基準」という。）に基づき、市が指定する日時及

び場所に受託者が出向き、特定健康診査・健康診査等を集団方式で行う。また、以下の関連業

務も含める。

 （１）特定健康診査・健康診査等に関する業務

ア 健診会場の設営・撤去、検査器具等の準備・撤去

受付開始時間に健診等が実施できるよう会場の設営、検査器具等の準備を行う。

円滑な受付開始のため、必要に応じて会場の下見を行い、あらかじめ健診会場のレイ

アウトを決定しておくこと。

健診等終了後は、検査器具等の撤去、会場の後始末を行い、原状回復する。



イ 健診当日の受付

  特定健康診査及び健康診査（３９歳以下の若年者・後期高齢者・生活保護受給者）の

電子機器等を用いた円滑な受付、受診券の回収、受診者自己負担金の徴収、領収書の発

行を行う。

肝炎ウイルス検査、前立腺がん検査、ピロリ菌抗体検査の受付、受診券の回収、受診

者自己負担金の徴収、領収書の発行を行う。

ウ 健診内容・注意事項の説明及び受診者の誘導

エ 特定健康診査・健康診査等の実施

検査項目は、別紙１及び別紙２のとおりとする。

健診等に必要な物品、印刷物等（問診票等）は、すべて受託者において用意すること。

健診項目のうち、詳細な検査項目は、実施基準第１条第１項第１０号及び同省告示第

４号に定める基準に該当した者に、医師が個別に判断して実施する。なお、実施する場

合は、受診者に十分な説明を行うこと。

生理中の女性や、腎疾患等の基礎疾患があるため排尿障害を有している者に対する尿

検査は、検査不能という扱いでも差し支えないが、その他の項目については全て実施す

ること。実施されなかった場合は、完全に実施となるまで行う。その結果、未実施とな

った場合は、当該受診者の健診に係る委託料は発生しない。

オ 栄養指導・健康相談の実施

特定健康診査・健康診査の受診者に対し、個別の栄養指導・健康相談を実施すること。

実施にあたっては、保健師、栄養士等を１名以上配置すること。

   カ 感染症に対する感染防止対策の徹底

     特定健康診査・健康診査等の実施にあたっては、会場内の定期的な換気や検査器具等

の消毒等、感染症に対する感染防止対策を徹底して行うこと。また、受診者間の適切な

距離を確保するため、会場内の待合状況に随時配慮し、適切に受診者の誘導を行うこと。

キ 受診者名簿、受診者集計表の作成

特定健康診査・健康診査の受診者名簿には、受診者の氏名、年度末年齢を記入の他、  

生活保護受給者、障がい認定を受けた後期高齢者医療の被保険者、被用者等、特定の区

分で受診した受診者について、その旨備考欄に記入する。

肝炎ウイルス検査、前立腺がん検査、ピロリ菌抗体検査の受診者名簿には、検査項目、

受診者の氏名、年度末年齢、一部負担金を徴収した場合には徴収金額を記入する。

また、受診区分ごとの受診者数及び徴収した一部負担金、並びに３９歳以下の若年者

の加入医療保険等、市が指定する項目についてとりまとめた受診者集計表を作成する。

  受診者名簿及び受診者集計表は、健診等終了時に受診者から回収した肝炎ウイルス検

査、前立腺がん検査、ピロリ菌抗体検査の受診券と併せて市に提出すること。

 （２）健診等の結果の作成・提出

   ア 結果通知及び結果一覧表

健診等終了後は、速やかに結果を出し、結果通知２部（受診者送付用の正本と市閲覧

用の副本）及び受診者ごとの結果がわかる結果一覧表を作成すること。



特定健康診査・健康診査の結果通知には、受診者が前年度に引き続き集団健診を受診

している場合は、その結果を併せて記載すること。（受託者が前年度の健診結果に関する

データを有していない場合は、必要に応じて市から提供する。）

また、作成した結果通知は、受託者において用意した封筒に封入し、実施基準第３条

に基づく必要な情報を同封のうえ封緘し、健診終了後４週間以内に市に提出すること。

なお、特定健康診査・健康診査と肝炎ウイルス検査、前立腺がん検査、ピロリ菌抗体

検査で複数の結果通知がある場合は、受診者ごとに一つの封筒にまとめて封入すること。

ただし、封入の際は、受診者間で結果通知を入れ間違えることがないよう細心の注意を

払うこと。

 イ 結果の電子データ

特定健康診査・健康診査の結果及び肝炎ウイルス検査、前立腺がん検査、ピロリ菌抗

体検査の結果は、市が指定するデータレイアウトに従って電子データを作成し、暗号化

のうえ、各月の最終健診日の結果通知を提出する際にＣＤ－Ｒ等電子媒体にて市に提出

すること。

 （３）費用の請求及び結果の送付

ア 特定健康診査・後期高齢者の健康診査

健診終了後、契約書にて定めた費用（一人当たりの健診費用から受診券の券面に記載

された自己負担金を差し引いた金額）を、市の委託を受けて費用決済等を代行する機関

（以下「代行機関」という。この仕様書においては、福井県国民健康保険団体連合会と

する。）に請求すること。併せて、健診の結果について代行機関に送付すること。

健診費用の請求及び健診結果の送付については、厚生労働省の定める電子的標準様式

に基づく電子データとして作成し、作成した電子データを格納したファイルを電子情報

処理組織により実施後その都度送信するか、ファイルを収納した電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）

を実施月の翌月５日までに代行機関に送付して行うこと。送付期限が、土・日曜日及び

国民の祝日に当たる場合は、その翌日を期限とする。

なお、健診項目のうち、詳細な検査項目を実施した場合は、実施結果を送付する際に、

実施した理由を詳細に記載して送付すること。

   イ ３９歳以下の若年者及び生活保護受給者の健康診査、栄養指導・健康相談、肝炎ウイ

ルス検査、前立腺がん検査、ピロリ菌抗体検査

     上半期（５～９月）、下半期（１０月～翌年２月）の各期間終了後、速やかに市が指定

する項目ごとに実施件数をまとめ、実績報告書を提出すること。

また、契約書にて定めた費用（一人当たりの健診等費用から受診券の券面に記載され

た自己負担金を差し引いた金額）を半期ごとに市に請求すること。

   ウ 公益社団法人越前市シルバー人材センター会員の特定健康診査受診者自己負担金

     公益社団法人越前市シルバー人材センターの会員が特定健康診査を受診した場合は、

上半期（５～９月）、下半期（１０月～翌年２月）の各期間終了後、その受診者と自己負

担金についてとりまとめ、自己負担金の助成元である公益社団法人越前市シルバー人材

センターに請求すること。



 （４）緊急対応の必要な受診者、異常値を示す受診者に対する対応

健診機関の判定医より緊急対応が必要と判断された受診者、または異常値を示す受診者

が発生した場合は、その結果を早急に市に連絡すること。

 （５）前立腺がんの精密検査に対する受診管理及び検査結果の提出

前立腺がん検査の結果、精密検査が必要と判定された受診者に対し、早急に検査結果を

郵送し、精密検査の受診を促すこと。また、対象者のその後の受診状況について医療機関

に調査を行い、結果等を月ごとに市に報告すること。精密検査の結果については、市が指

定するデータレイアウトに従って電子データを作成し、暗号化のうえ、毎月ＣＤ－Ｒ等電

子媒体にて市に提出すること。

 （６）特定健康診査・健康診査等業務に関する打ち合わせ等への出席

市から業務の打ち合わせ等への参加依頼があった場合は、これに出席すること。

 （７）特定保健指導の実施

高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定保健指導について、別途契約を締結し、

市が指定する保健指導対象者に対し、保健指導を実施すること。

 （８）特定健康診査・健康診査の受診勧奨

   ア 生活習慣病の早期発見、早期治療を目指すため、特定健康診査未受診者に対し受診勧

奨を行うこと。また、勧奨後に受診した対象者が、その後も健診を受診し続けていくた

めの継続した取り組みを行うこと。

なお、勧奨にあたっては、受託者の資材等を有効に活用し、創意工夫した取り組みを

行うこと。（勧奨業務に伴い、受託者が有していない必要なデータに関しては、市から提

供する。）

   イ 実績報告書の提出

     受診勧奨のために実施した業務について、毎月末日付で報告書を市に提出すること。

報告書には、実施した業務内容や成果を数値等で具体的に明らかにすること。また、年

度終了後は、当該年度の総括や評価等を行った報告書を提出すること。

  （９）関係機関との連携

     特定健康診査・健康診査等（集団健診）と集団がん検診を同時に実施するため、受託

者はがん検診の受託者と連携し、会場内での受診者の誘導等相互に協力しあうこと。

また、市及びがん検診受託者と協議し、集団健診の日程や受診者の受入人数の調整等

を行うこと。

  （１０）問い合わせ及び苦情等への対応

     特定健康診査・健康診査等（集団健診）の業務において受診者からの問い合わせや苦

情等があった場合は、市に誠意をもって協力し対応すること。

  （１１）インセンティブ制度

     特定健康診査の受診勧奨の取り組みの成果として、当該年度の集団健診における特定

健康診査の受診者数が前年度に比べて増加した場合は、別紙３の区分により委託料を加

算するものとする。

     なお、感染症の拡大等、特別な事情により集団健診における特定健康診査の受診者数



が前年度に比べ大幅に減少した場合は、委託者と受託者が相互に協議し加算金を決定す

る。

４ 特記事項

 （１）法令順守

業務の履行にあたり、越前市個人情報保護条例（平成１７年１０月１日条例第２７号）、

越前市契約規則（平成１７年１０月１日規則５４号）、越前市情報セキュリティーポリシー

等をはじめとする関係法令、規則等を遵守すること。

 （２）守秘義務

   ア 受託者は、受託期間中または受託期間終了後を問わず、本業務において知り得た情報

を本業務の目的以外に使用してはならない。また、第三者に開示又は漏えいしてはなら

ない。受託者は、そのために必要な措置を講ずること。

   イ 受託者が提供する資料は、履行完了後速やかに破棄すること。また、当該資料の複写

及び第三者への提供は行わないこと。

 （３）契約解除等に伴う業務引き継ぎに関する事項

   ア 契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除又はその他契約の終了事由の如何を

問わず、業務委託契約が終了する場合は、受託者は契約終了日までに業務を市が継続し

て遂行できるよう、誠意をもって協力すること。

   イ 業務引き継ぎに伴い、健診等の電子データの移行が発生する場合は、受託者は市に誠

意をもって協力するものとし、移行作業で発生する費用については受託者が負担するこ

と。

 （４）その他

   ア この仕様書に明示されていない事項であっても、その履行上当然必要な事項について

は、市と協議のうえ、すべて受託者が責任をもって対応すること。

   イ 本委託業務契約後、この仕様書に記載されていない事項で疑義が生じた場合や、委託

業務の内容等に変更が生じた場合は、受託者は協議に応じなければならない。

   ウ この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、市と協議のうえ、対処方法を

決定すること。



別紙１

特定健康診査・健康診査 検査内容

留意事項

・血糖検査において、採血時間（食後１０時間以上か、以下か）の確認を行うこと。

・生理中の女性や、腎疾患等の基礎疾患があるため排尿障害を有している者に対する尿検査は、

検査不能という扱いでも差し支えないが、その他の項目については全て実施すること。実施さ

れなかった場合は、完全に実施となるまで行う。その結果、未実施となった場合は、当該受診

者の健診に係る委託料は発生しない。

・詳細な健診の項目（医師の判断による追加項目）は、標準的な健診・保健指導プログラム【平

成３０年度版】の判定基準により実施し、受診者に十分な説明を行うこと。また、代行機関に

送付する健診結果のデータに、実施した理由を詳細に記載すること。

・健診結果を受診者に通知する際には、実施基準第３条に基づき、受診者が自らの健康状態を自

覚し、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深めるために必要な情報を提供すること。

・（注１）については、標準的な健診・保健指導プログラムに基づき、請求区分を選択すること。

区 分 内 容

基本的な健診の項目

既往歴等の調査

（服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査、後期高齢者医療被保険

者のフレイル等健康状態の把握を含む）

自覚症状及び他覚症状の検査

身体計測

身長

体重

腹囲

BMI 

血圧
収縮期血圧

拡張期血圧

血中脂質検査

中性脂肪

HDL－コレステロール
LDL－コレステロール

肝機能検査

GOT 
GPT 
γ－GTP 

血糖検査
血糖

ヘモグロビン A１ｃ

尿検査
糖

蛋白

市独自の追加健診項目

貧血検査

赤血球数

血色素量

ヘマトクリット値

心電図検査（注１）

血清クレアチニン及び eGFR（注１）
尿酸

詳細な健診の項目

（医師の判断による追加項目）

眼底検査

心電図検査（注１）

血清クレアチニン及び eGFR（注１）



別紙２

その他検査の検査内容

 ○肝炎ウイルス検査

  業務内容 ①問診および説明

       ②血液検査（血液を採取し、ＨＢｓ抗原検査、ＨＣＶ抗体検査、必要に応じＨＣ

Ｖ－ＲＮＡ検査により肝炎ウイルス感染の有無を検査する）

 ○前立腺がん検査

  業務内容 ①問診および説明

       ②血液検査（血液を採取し、前立腺特異抗原(PSA)の値を検査する）

 ○ピロリ菌抗体検査

  業務内容 ①問診および説明

       ②血液検査（血液を採取し、ピロリ菌の抗体の有無を検査する）



別紙３

インセンティブ制度

 特定健康診査の受診勧奨の取り組みの成果として、当該年度の集団健診における特定健康診査

の受診者数が前年度に比べて増加した場合は、増加率によって下記の金額を委託料に加算する。

増加率 委託料加算額

１％以上５％未満 ５００，０００円

５％以上 １，０００，０００円

注意事項

１ 増加率については、市が特定健康診査対象者と集団健診における特定健康診査の受診者数

を確認し算定する。

２ 加算額の支払いについては、増加率の確定後に市が健診費用とは別に支払う。


