
川崎市新型コロナウイルスワクチン移送・管理運営業務委託仕様書 

 
第１章 総則 

１ 目的 

新型コロナウイルスワクチンの接種については、令和２年 10 月 23 日付けで厚労省から「新型

コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱」が示され、この中で実施主体としての市町

村の役割が示された。さらに国は都道府県及び市町村に対して、新型コロナウイルスワクチンが

実用化された際に早期に接種を開始できるよう、新型コロナウイルスワクチン接種のために必要

な体制を、実際の接種より前に着実に整備することを求めている。 
川崎市は、このことを踏まえ、新型コロナウイルスワクチンの日本国内での薬事承認後、新型

コロナウイルス感染症まん延防止のため、対象者である市民約 150 万人に対して接種を実施する

予定である。 
この事業を円滑かつ効率的に達成するためには、新型コロナウイルスワクチン接種に伴う、ワ

クチン管理拠点及び本市が指定するワクチン接種医療機関（以下、「接種医療機関等」という。）

からのワクチンの予約受付・管理、移送業務を効率的に一体的に処理しなければならないため、

これらを一連の仕組みとして業務を委託する。 
 
２ 委託業務の範囲 

  委託する業務は、次に定めるものとする。 

(1) 川崎市が実施する新型コロナウイルスワクチン接種事業（以下、「本接種事業」という。）に係

る新型コロナウイルスワクチン並びに接種に用いる針及びシリンジ（以下、「ワクチン等」とい

う。）について、必要な管理作業を行う拠点（以下「ワクチン管理拠点」という。）において小分

け作業を行い、接種医療機関等へ移送する。 

(2) 国が配布するワクチン等をワクチン管理拠点において受け入れ、接種医療機関等へ移送す

る。 

(3) 上記、ワクチン管理拠点で受入れたワクチン等を小分けし、分配する設備、物品等を用意す

ること。 

(4) 接種医療機関等からワクチン配布希望を受け付け、取りまとめ、本市の配分決定を受けた上

で接種医療機関等へワクチン搬入を行うこと。 

(5) 本接種事業に係るワクチンは、ファイザー社製を対象とする。 

(6) 基本型接種施設及びサテライト型接種施設は、川崎市内全域医療機関等とし、別途指示する。 

 (7) サテライト型施設のワクチン配布希望数を受付けるインターネットサイト（受付システム、メ

ールフォーム等）及び電話、ファクシミリ、メールアドレス等を設けること。なお、インターネ

ットサイト開設に必要な回線工事費、ネット回線使用料、プロバイダー料等の一切の経費は受注

者で負担すること。 

 

３ 設備・備品等 

  業務の履行に必要な車両・設備・備品・消耗品（燃料費を含む。）・通信料等は原則として受注者

の負担とする。ただし、超低温冷凍庫等については、市場流通数が不安定なため、本市にて用意す



る。なお、保冷ボックス及び保冷材について、業務の開始時にやむを得ず準備が整わない場合には、

本市が用意する消耗品を当面の間使用することができる。 

 

４ 履行期間及び場所 

 (1) 履行期間 

   令和３年５月１日～令和４年３月３１日 

 (2) 履行場所 

   川崎市内一円 

 

５ 発注担当課 

  川崎市健康福祉局保健所新型コロナウイルスワクチン調整室 

 

第２章 ワクチン等移送業務に関すること 

１ ワクチン等移送業務における要件 

(1) 各業務の履行にあたっては、常に発注者の指示に従うこと。 

(2) ワクチン等の添付文書に従い、危険性等取扱いについて十分理解し安全に取り扱うこと。 

(3) 発注者は、超低温冷凍庫に保管してあるワクチンを超低温冷凍庫の扉を開いてから３分以内

に移送先ごとに小分けにした上、零下１５℃以下の温度管理ができるコンテナボックス又はク

ーラーボックス等に詰め替え、接種医療機関へ移送すること。また、クーラーボックス等に詰

めたワクチン等は、零下１５℃以下の温度を維持するものとし、６時間以内に接種医療機関へ

の移送を完了させること。 

(4) 受注者は本契約に係る業務中、ワクチン等移送業務に使用する車両（以下、「契約車」とい

う。）に発注者の指定する物品以外の人及び物品を搭載してはならない。ただし、契約車に本契

約関係職員を同乗させることができる。 

(5) 契約車については必要な車両（貨物量に応じて軽自動車でも可）数で行い、本契約に係る業

務以外の物品等と混載をしてはならない。 

(6) 緊急で移送すべきワクチン等が発生し、発注者から臨機対応の指示があった場合における経

路の修正及び運行の追加を速やかに調整するため、受注者は車両移送を行う者と携帯電話等に

よる連絡体制を整備すること。 

(7) 最終搬入先への搬入が終わった時点を業務終了とし、速やかに発注者宛て報告すること（メ

ール可）。 

(8) 休日における業務終了の報告については、翌開庁日の午前中までに速やかに発注者宛て報告

すること。 

 

２ 業務の詳細 

ワクチン等移送業務に使用する契約車については、ワクチン等の物量に応じて不足のない必要

車数（貨物量に応じて軽自動車でも可）で行う。 

(1) 運行日 

原則として月曜日から金曜日とする。また、「国民の祝日に関する法律」（昭和２３年 7月



20 日法律第 178 号）に規定する休日、本市閉庁日及び 12月 29 日から１月３日（以下、「休日

等」という。）を除く。ただし、５月１日から５月５日までの休日等については、６日及び７

日に搬送するワクチンについて、受取・小分け業務が発生する場合がある。 

なお、緊急で移送すべきワクチン等がある場合は、発注者から随時指示するものとし、速や

かにその指示に従うこと。 

 

(2) 運行時間 

９時から 16 時までとする。ただし、緊急で移送すべきワクチン等があり発注者から指示があ

った場合はその限りではない。また、季節柄及び国際的イベント開催時等による渋滞を考慮し

出発時間を前倒しすることを妨げるものではない。 

 

(3) 運行上の必要事項 

医薬品の適正流通基準（ＧＤＰ）に準拠した移送及び作業に携わる従事者への研修・教育を

実施すること。 

ワクチン等の特性に応じた移送効率や品質管理・安全性の観点から、冷凍移送を行えること

とし、移送にあたっては、温度ロガーを用いる等して、適切な温度管理を行うこと。保冷ボッ

クスや保冷材等の冷凍に必要な冷凍庫等、冷凍移送に必要な物品は受注者が用意するものとす

る。 

 

(4) 安全確保等 

ワクチン等の移送中において移動、転倒及び転落等によるワクチン等の破損が起きないよ

う、積み込み・積み下ろしの際は、関係者以外の者が触れることのないようにし、適切かつ慎

重に行うこと。また、国が配布するワクチンの箱内にはメーカーにより多量のドライアイスが

梱包されているため、開梱及び小分け作業を行うに際しては室内へ長時間保管しないように

し、二酸化炭素濃度を計測する等、従事者の労働安全確保に努めること。ファイザー製ワクチ

ンの箱は、ワクチン管理拠点の場所が特定されないよう配慮して処理すること。 

 

３ ワクチン等の移送拠点運営業務  

 (1) 移送拠点の設置の考え方 

市がワクチン管理拠点として、ワクチン等の移送及び小分け業務の拠点を設置するものと

し、受注者はワクチン等及び関係資器材等の保管を行うこと。また、ワクチン等を保管及び小

分けするスペースは、直射日光や紫外線が当たらないよう注意することとし、超低温冷凍庫

は、不測の停電時に備え非常用電源に接続しておく等ワクチン喪失対策を施すこと（自家発電

装置への接続も可）。また、ワクチン喪失対策として、ワクチンの保管してある超低温冷凍庫へ

保冷材（ワクチンの移送に用いる保冷材と同等以上のものに限る）を敷き詰め、電源喪失から

復旧までに３時間以内に対応できる方策でも可とする。 

なお、国が示す手順及びワクチン等メーカーの示す説明書を遵守し、新型コロナウイルスワ

クチンや関係資器材等を最大見込み 300 箇所程度の接種医療機関等宛てに最大週２回程度必要

数小分けし、移送ができる体制を整えること。 



 (2) 市が設置する拠点の設備仕様等 

   市が設置するワクチン等移送拠点の設備仕様等は次のとおり。 

ア 面積 

  約 140 ㎡ 

イ コンセントの形状 

  単相 100Ｖ 10 口 

ウ 換気設備 

  換気扇及び強制換気口（自然風） 

エ 貸与する超低温冷凍庫 

  当初５台、状況に応じて最大 10 台まで貸与する。 

 

 (3) ワクチン等移送数及び移送先の確認方法 

  ワクチン等移送数及び移送先については、第３章１で定めるインターネットサイト等で取り

まとめ、市が配分決定した数量及び移送先を確認するものとする。また、ワクチン等の移送完

了後は、速やかに本市担当者へ報告し、適切に数量管理を行うものとする。なお、接種医療機

関等へのワクチン移送の際は、ワクチン等を適切に受払いするとともに受払記録の残る伝票等

を授受するものとする。 

 

第３章 ワクチン等管理業務に関すること 

１ ワクチン等管理業務の概要 

(1) 接種医療機関からのワクチン配布希望数について、インターネットサイト（メールフォーム

等）、電話及びファクシミリ等を用いてとりまとめを行い本市の確認を受けること。 

(2) 接種医療機関からのワクチン移送状況等の一時的な問い合わせに対応すること。 

(3) ワクチンの在庫管理を行うこと。 

 

２ 運用日及び運用時間 

(1) 運用日 

土・日・祝日を除く全日 

(2) 運用時間 

９時から 16 時までとする。ただし、年末年始や国際的イベント開催時等においては、新型コロ

ナウイルス感染症及びワクチン接種の状況を鑑みて変更することがある。 

 

３ 業務の詳細 

(1) 接種医療機関からインターネットサイト（メールフォーム、システム等）、電話及びファクシ

ミリ等でワクチン配布希望数量を受け付け、取りまとめ、本市の配分決定を受けた上で接種医療

機関へワクチン小分けを行う。 

(2) 受注者は、常に最新の保管数量を反映する台帳を備えるものとし、発注者の求めに応じて報告

ができるような管理体制を構築すること。 

 



４ ワクチン管理要員要件 

(1) 受注者は、ワクチン管理責任者を置くものとし、当該ワクチンの品質管理に関する十分な知識

を備え、ワクチン管理要員の指揮監督を行うものとする。 

(2) ワクチン管理責任者は本市との調整、連絡業務を行うに必要な知識・経験を有すること。 

(3) 受注者は、ワクチン管理要員に対し、実際の業務に従事する前に次に示す知識を習得できる

ように教育を実施すること。要領等の改定等が行われた場合は、再度教育を実施し、適切に業

務が遂行されるようにすること。 

ア 新型コロナウイルスワクチンの配布に係る制度等について 

イ 機器操作法（Ｖ－ＳＹＳ及びその他受注者管理システム等） 

ウ その他、本業務に従事する上で有益な知識及び技術等 

 

５ 運用場所、施設、設備及び機器の条件 

(1) 受注者及び各業務運用場所の所在地は、川崎市内あるいは市外の場合は公共交通手段を用い

て１時間以内の場所を受注者が用意するものとする。 

(2) 各業務運用場所（ワクチン管理拠点含む）に配置する設備、什器、備品を含め受注者側で用

意する。また、業務の履行に必要なＰＣ・インターネット接続に係る設備・備品・消耗品・通

信料等は受注者の負担とする。受注者が用意する施設、設備及び機器は、受注者の責任で保

守・管理及び故障対応すること。 

(3) ワクチン管理拠点で発生する光熱水費及び電信電話料は市の負担とする。 

 

第４章 ワクチン等小分け業務に関すること 

１ ワクチンの小分け業務 

  市民向け接種において最初に供給される新型コロナウイルスワクチンは、ファイザー社製となる

予定であり、添付文書に従った取扱いが必要なことから、適切に取り扱うものとし、接種医療機関

等の希望バイアル数に応じて、小分け業務を行い、各医療機関等へ移送する準備を行う業務とする。 

 (1) 共通事項 

ワクチン管理拠点へ設置されるワクチン小分け設備へワクチン管理・小分け業務を行う職員

を派遣し、業務を行うものとする。なお、ワクチンの配分される数量は、各医療機関からの配

布希望を受注者が取りまとめを行い、市が県から配分される数量を踏まえて決定する。 

また、移送するワクチンのバイアル数は、第３章における接種医療機関からの配布希望数を

受注者の管理システム等にて本市の配分決定を受けた数量を小分けし、各医療機関向けのワク

チンの準備を行い、上記の移送業務担当者へ円滑に引き渡しを行うものとする。 

 

 (2) ファイザー社製ワクチンの取扱い 

ファイザー社製ワクチンは、超低温（零下 60～90℃）での保管及び低温（零下 15～60℃）で

の移送が必要なワクチン特性であるため、零下 15℃以下を保持できる保冷ボックス又は冷凍庫

へ小分けし、移送すること。なお、小分け作業は、ワクチン小分け設備で行い、超低温冷凍庫

の内部でバイアル箱を開封するようにし、１回あたりの作業時間は超低温冷凍庫の扉を開いて

から３分を超えないようにすること。また、パッケージを開封してから超低温冷凍庫への格納



は５分を超えないようにすること。 

 

 (3) その他のワクチンの取扱い 

上記ワクチンの他、我が国での薬事承認が行われた場合は、本市と情報を共有し、適切に取

り扱うこと。なお、追加されるワクチンの取り扱いが上記と比して著しく異なる場合は、契約

変更の対象として協議するものとする。 

 

第５章 その他 

１ 従事者の届け出 

受注者は、ワクチン管理責任者及びワクチン管理要員を含む従事者について、業務実施前に従事

者名簿を提出すること。従事者に変更があった場合には速やかに届け出ること。 

 

２ 事故発生時の対応等 

ワクチン等の移送や小分け作業時に積荷の破損や内容物の漏えい等の事故が発生した場合に

は、直ちに受注者の管理責任者を通じて、発注者宛て連絡し、その指示に従うものとする。 

なお、契約については川崎市委託契約約款に基づき行われるが、ワクチン等の紛失又は破損等業

務上の過失が生じた場合は、個々に発注者と協議する（損害賠償等）。 

 

３ 業務完了届及び請求書の提出 

(1) 受注者は委託契約約款第 14 条に基づく業務完了届を発注者に提出しなければならない。 

(2) 業務完了届は、前月の実績を記載し、毎月 10 日までに提出するものとする。ただし、３月分に

ついては、３月 31 日までに提出すること。 

(3) 発注者は、委託契約約款別表１に定める委託料月別内訳書の支払金額について、委託契約約款

第 15 条に基づく受注者からの月ごとの請求を受けて支払うものとする。 

 

４ その他 

(1) 受注者は、業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に委託してはならない。ただし、業

務の一部であって、事前に書面により申請し、発注者の承諾を得た場合にはこの限りではない。 

(2) 業務開始前に発注者及び受注者は緊急連絡先を共有すること。 

(3) 本仕様書で定める業務について、業務量の増減に伴う契約額の増額又は減額は行わないものと

する。ただし、著しい業務量の増減については、発注者と受注者が協議の上で定めること。 

(4) その他、業務の実施に必要な事項及び本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注

者が協議の上で定めること。 


