令和２年１１月２０日
質問書に対する回答について
（青森県病院局院内保育所運営業務委託に係る公募型プロポーザル）
Ｎｏ
1

2

質問事項

回答

募集公告【（4）見積もり上限額】の「③24 時間保育

24 時間保育１回当たりの委託料となっており、保育

＝30,382 円」についてですが、これは保育士 2 名

士 2 名分の人件費のほか、利用者に提供する夕食

の委託料という事で宜しいでしょうか？

及び朝食代も含まれます。

仕様書【4 運営に係る基本的事項（通常保育）】の

新型コロナウイルス感染症予防対策の観点から、児

「（1）保育対象」内に「微熱程度の発熱」とあります

の体調や医師の診断内容にもよりますが、当面は

が、これは具体的に何度を指しますでしょうか？

37.5 度未満であることを受入れの目安としていま
す。
通常時は体温が 38 度未満であることを受入れの目
安としています。

仕様書【4 運営に係る基本的事項（通常保育）】の

当院内保育所には年齢ごとの入所定員の定めはな

「（2）定員：55 名」の児童内訳をご教授頂けますと

いため、原則として、定員（５５名）内であれば、児の

助かります。

年齢に関わらず入所申込に応じることになります。
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【参考】令和２年１１月時点の入所児数
0 歳児クラス： 6 名

1 歳児クラス：12 名

2 歳児クラス：10 名

3 歳児クラス：12 名

4 歳児クラス： 5 名

5 歳児クラス： 8 名
計 53 名

仕様書【4 運営に係る基本的事項（通常保育）】の
4

利用者がいない場合は閉所とすることが可能です。

「（4）開所日：1 年間（無休）」とありますが、利用者
が無い日は「閉園」する事は可能でしょうか？
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【仕様書】１.業務の概要 –(３）委託期間

具体的な時期の設定はしていませんが、秋頃には

１年間契約の最大４回更新とあります。契約継続も

契約継続の判断を行いたいと考えています。

しくは終了を判断・通知は契約終了日の何か月前
までとなりますでしょうか。（継続の判断がいつにな
るのか）
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仕様書 ４.運営に係る基本的事項-（１）対象児童

発熱の基準については、Ｎｏ２の回答をご参照くださ

微熱程度の発熱等を受け入れるとありますが、受

い。

け入れる範疇の疾患・疾病、体温などの基準はど

また、在所中に急な発熱等があった場合は、病児保

のようになっておりますでしょうか。

育室（２部屋）をご利用ください。

医務室や体調不良児がいることのできる安静室は
ございますでしょうか。

仕様書
7

４.運営に係る基本的事項-（２）定員５０名

Ｎｏ３の回答をご参照ください。

職員の配置数を算出根拠に必要なため、年齢毎
の定員の内訳をお教えください。
仕様書

8

４.運営に係る基本的事項-（２）定員５０名

令和２年１０月の各日における利用状況及び同月に

実際の利用状況がわかりませんので、年齢毎の利

おいて利用者数が最も多かった日における時間帯

用数、利用時間帯の利用数（例：１８時～は５名程

毎の利用状況については、別添１のとおりですの

度）がわかる資料の開示をお願いいたします。職

で、そちらをご参照ください。

員の配置数を算出根拠に必要なためとなります。
仕様書 ５．医療児ケアの支援体制-（５）職員

医療的ケア児の保育については、児の状態や、当

保育時間９時間、保育時間内とありますが、７時～

院内保育所以外の施設の利用状況等により、保護

２２時までの間で予約時間に応じて、対応ということ 者の利用希望が多岐にわたることが想定されます。
でよろしいでしょうか。

このため、実際の受入れに際しては保護者と相談の

過去実績はどのような利用状況でしょうか。

上、通常保育の時間内で個別に利用条件を設定す
ることになりますが、今回の提案募集に当たっては
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見積条件を揃えるために９時間としています。
また、令和２年度における利用実績は、週に１日、７
時間程度の受入れとなっています（現時点におい
て、令和３年度における利用見込がないことは、「青
森県病院局院内保育所運営業務委託仕様書」に記
載のとおりです。）。
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仕様書 ５．医療的ケアの支援体制-（５）職員

医療的ケア児に係る保育は１回当たりの単価で契約

看護師１名配置となっておりますが、保育をみます

し、毎月の利用実績に応じて委託料を支払います。

と、専任の保育士の配置はする場合はどのような
契約・請求となりますでしょうか。
仕様書 ６．２４時間保育の実施-（４）開所日

11

Ｎｏ８の回答をご参照ください。

職員の配置や開園数の算出根拠として、月平均で
も構いませんので、夜間保育の利用実績をご開示
ください。

12

仕様書 １０．費用負担区分-(１)病院局が負担す

業務に必要なＯＡ機器・遊具等は現在利用している

る費用等

物を引き続き利用していただきますが、その他に必

PC,プリンター、電話機の備品は開設日に業務に

要な機器がある場合は受託者と協議させていただき

必要な備品として、貴院でご準備いただけますで

ます。

しょうか。
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仕様書 １０．費用負担区分-(１)病院局が負担す

各種感染症の抗体検査は義務としていませんが、

る費用等貴院の管理上で、HBｓ、麻疹、風疹、流

「保育所における感染症対策ガイドライン」（厚労省）

行性耳下腺炎、水痘等の抗体検査は必須でしょう

等に基づき、適切な感染症対策を実施してくださ

か。その場合の費用負担もお教えください。

い。
また、各種抗体検査、ワクチン接種等の費用は、10
費用負担の区分（２）①の「業務に従事する職員の
健康管理にかかる費用」として、受託者の負担として
います。

仕様書 １０．費用負担区分-(２)受託者が負担す

当院の職員駐車場を無料で利用可能です。

る費用等
14

保育士の通勤用の駐車場を無料で借りることはで
きますでしょうか。費用が掛かる場合は月額１台当
たりの金額をお教えください
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仕様書 １０．費用負担区分-(２)受託者が負担す

現在の入所児の持ち物一覧は別添２のとおりとなっ

る費用等

ています。

おむつ、おしり拭き、布団など個人使用のものは保 保護者の持参品以外の保育に係る消耗品は、受託
護者のご準備となるのか。持ち物一覧を開示お願

者の負担となります。

いいたします。
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仕様書 １０．費用負担区分-(２)受託者が負担す

10 費用負担の区分（２）③の「保育業務に必要な消

る費用等

耗品・保育材料・衛生用品等」に該当するものにつ

園児の個人で使用する保育教材や連絡帳、帽子

いては、受託者の負担となります。

なども受託請負業者負担でしょうか。
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実施要領 ２．業務概要-（４）見積上限額

上限額は仕様書の４に記載する事項のほか、仕様

① 通常保育：53,851 千円（税込）とあるが、仕様

書８に記載する給食及び仕様書 10 に記載する受託

書４運営にかかる基本的事項の定員数、保育時

者における費用負担に関する事項の全てを含めて

間、開所日で算出した上限額ということでよろしい

設定しています。

でしょうか
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実施要領 ２．業務概要-（４）見積上限額

県議会において当該予算案が否決された場合は、

＊予算議決前のため、変更の可能性ありとござい

事業実施の取り止めや仕様を変更する場合がありま

ますが変更となり、落札者が応じれる金額以下とな

す。

る可能性はありますでしょうか。

その際は、改めて受託者と協議させていただきま
す。
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実施要領 ４．応募書類-(3)提出書類

通常保育は「年額」、医療的ケア児及び２４時間保

見積書は①通常保育は 1 年間（令和 3 年）、②・

育は「１回当たりの額」で見積書を作成し、それぞれ

③は 1 回あたりの日額での提出でしょうか。

についての積算内訳を記載してください。

各社の条件をそろえるため、見積条件設定書のご

なお、見積書は税抜き価格で作成してください。

提示をお願い出来ますでしょうか。
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その他

保育所の見取り図について、別添３をご参照くださ

保育園の平面図のご開示をお願いいたします。

い。

その他

通常保育は年額で契約し、毎月一定の委託料（契

契約形態で①通常保育は、月額固定でしょうか。

約金額の１２分の１に相当する額）を支払います。医

変動制（園児数や保育士数による）などへの変更

療的ケア児に係る保育及び 24 時間保育は１回当た

はできるのでしょうか。また、②・③医療的ケア、24

りの単価で契約し、毎月の利用実績に応じて委託料

時間保育は 1 開所当たりの日額制でしょうか。

を支払います。

実施要領 ２．業務概要-（４）見積上限額

お見込みのとおりです。

② 医療的ケア：15,334 円（税込）とあるが、看護
師 1 名を 7 時ー22 時に 9 時間を配置した場合の
上限額ということでしょうか。
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実施要領 ４．応募書類-(3)提出書類

②の業務提案書の中に①見積書・積算内訳書、③

評価基準を拝見しますと、提案書内に①～④を組

職員の体制、④保育内容・保育計画の内容を組み

み込む形でよろしいでしょうか。

込んで作成する場合であっても、①、③及び④の書
類は別途提出してください。

運営業務委託仕様書

Ｎｏ３の回答をご参照ください。

４ 運営に係る基本的事項（２）定員 55 名とありま
24

すが見積算定指標として令和 3 年度の受け入れ
予定人数と年齢別構成人数設定をご教示いただ
けますでしょうか。
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運営業務委託仕様書

２４時間保育の見積書は、１回当たりの額で作成して

６ 24 時間保育の実施に係る事項

ください。

「令和 3 年 9 月から実施することを想定している」と
ございますが見積算定時には令和 3 年 9 月～令
和 4 年 3 月までの 7 か月分の算定で良いのか、ご
教示いただけますでしょうか。
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運営業務委託仕様書

食事は受託者が提供することとしておりますので、乳

８ 給食等

幼児用ミルクについても受託者においてご用意くだ

（１）乳児用ミルクは、多様性があり保護者持参でも

さい。

良いでしょうか。ご教示いただけますでしょうか。

