千葉市立海浜病院 院内保育所業務委託契約
質問および回答
質問事項

回答

見積書の記載内容は、どの程度の内容を記載すればよいか教え 見積書については、１ヶ月、１年、３年の税抜額でそれぞれ提
1. てください。
出をお願いします。また、記載内容については、人件費及び管
理費等を記載すること。
項目：仕様書 1 ページ、2 業務従事者、（2）
保育士免許を有するものであること。
内容：業務主任については、選任条件はありますでしょうか。 また、正規職員であること。
2.
また、週勤務日数や勤務時間などの取り決めがありましたらお
教え下さい。
項目：仕様書 1 ページ、2 業務従事者、(8)
定めている様式は、無し。
内容：ア～カの記録簿について、様式はございますか。また様 ただし、年２回程度、千葉市幼保運営課の見回りの際に出勤
3.
式がない場合、記入必須事項がありましたら、お教えいただけ 簿の確認があるため、対応できるようにしていること。
ますでしょうか。
項目：仕様書 1 ページ、2 業務従事者、(9)
幼児法安全支援員及び救急法基礎講習の資格は、どちらかの
内容：幼児法安全支援員、救急方基礎講習のどちらか一つを有
み一つ有してればよい。ただし、日中の保育は、資格を有し
4.
していればでよろしいでしょうか。また、業務従事者全員が資
ているものを配置すること。
格を有している必要はございますでしょうか。
項目：仕様書 1 ページ、3 業務従事者の服装
身分証明書については、社名及び氏名を記載すること。
5. 内容：業務従事者に携帯させる身分証明書に記載する内容をお
教え下さい。
項目：仕様書 2 ページ、5 保育児数の上限
年齢ごとの定員は、定めていない。
6. 内容：30 人の上限のうち、年齢ごとの定員はございますでしょ
うか。
7.

項目：仕様書 2～3 ページ、6 保育の内容、(9)
内容：体調不良について基準は設けておりますでしょうか。
1

基準は、37.5℃以上の発熱が有り、３０分程度の間隔をあけ
て２回連続であること。

項目：仕様書 3 ページ、7 天災・緊急時の対応
原則として、定員３０名を超えての受入れは、考えていない。
内容：定員を超えての受け入れ要請や登録児童以外のお預かり
登録児童以外の預かりは、状況に応じて、依頼する可能性が
8.
はございますでしょうか。
あります。
項目：仕様書 3 ページ、8 経費の負担区分（2）ア
受注者での雇用のため、回答できない。
内容：現在雇用されている職員の待遇（賃金・交通費・社会保
9. 険等の加入有無・一時金の有無）を開示できる範囲で開示願い
ます。その際に、可能であれば勤続年数についても開示願いま
す。
項目：仕様書 3 ページ、8 経費の負担区分（2）ア
発注者でインターネット回線は、設置していない。
内容：インターネット環境は整備されていらっしゃいますでし ただし、現在の受注者は、インターネット回線を整備してい
ょうか。また、インターネットを使用するにあたり、受託者負 る。費用については、受注者で支払っている。
10.
担として Wi-Fi ルーターなど準備するものはありますでしょう
か。なお、その通信料金についてはどちらの負担になりますで
しょうか。
項目：仕様書 3 ページ、8 経費の負担区分（2）ア
固定電話は、設置している。
内容：現在、固定電話は整備されていらっしゃいますでしょう 費用については、発注者で負担している。
11.
か。もし整備されている場合は、どちらの負担になりますでし
ょうか。
項目：仕様書 3 ページ、8 経費の負担区分（3）ア
給食費及びおやつ代金については、発注者で徴収します。徴
内容：おやつ代金について保護者負担となっておりますが、料 収にあたり、各個人の配膳数の報告を月頭１日に発注者へす
12.
金の徴収は受託者となりますでしょうか。また、おやつの準備
ること。
も受託者となりますでしょうか。
項目：仕様書 3 ページ、8 経費の負担区分、(4)
無し。
内容：これまでに受注者との協議のうえで、発注者負担、受注
13.
者負担になった経費等があればお教えいただけますでしょう
か。
項目：仕様書 3 ページ、9 院内保育所の維持管理・運営
傷害・賠償保険については、補償内容を指定していない。
14. 内容：傷害・賠償保険の加入について、補償内容に指定がある 本事業を受注するに当たり、受注者で必要と考える保険に加
場合はお教え下さい。
入すること。
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項目：仕様書 3 ページ、9 院内保育所の維持管理・運営、(2)環 基準は、定めていない。
境設備
施設の修繕は、原則として、発注者で行う。
15. 内容：仕様書 3 ページ、8 経費の負担区分、(1)イの部分の維持
管理、修繕費用についてですが、発注者が行うもの、受注者が
行うもので明確な基準はございますでしょうか。
項目：実施要領、２委託の概要、(3)業務内容、ア
利用者がいない場合は、休園で問題ない。
内容：週２回の延長保育及び週 3 回の夜間保育についてですが、
ただし、発注者と連絡体制が取れるようにしておくこと。
16.
利用児童が 0 名だった場合は休園と取り扱って宜しいのでしょ
うか。
項目：実施要領、10 プレゼンテーションの実施、(4)実施方法、 プレゼンテーションについては、パワーポイントの使用して
ア
いただいて問題ない。
内容：提出する企画提案書とは別途にパワーポイント等で作成
17.
した資料をプロジェクターを使用しプレゼンテーションを行う ただし、別途の資料については、提出すること。
ことは可能でしょうか。また別途で作成した資料につきまして
は、企画提案書と同じく提出は必要でしょうか。
項目：実施要領、10 プレゼンテーションの実施、(4)実施方法、 プレゼンテーション１５分、質疑応答１０分の計２５分を予
イ
定している。
内容：プロポーザル参加資格確認結果の書類の 3 今後の予定、
18.
エでは「プレゼンテーション時間は 15 分以内とし、質疑応答を
含め 1 社 25 分以内とする。となっております。どちらの制限時
間で実施予定になりますでしょうか。
㉑ 項目：なし
直近３ヶ月の夜間利用及び延長保育利用は、０人である。
内容：直近 3 ヶ月の平日、土日祝日、夜間保育を利用した年齢 平日、土日祝日の直近３ヶ月の利用者数については、別紙 01
19. 別児童人数と利用時間の実績をお教え下さい。また、延長保育
のとおりとなる。利用時間の実績については、集計していな
を利用した年齢別児童人数と利用時間の実績をお教え下さい。
いため回答できない。
項目：なし
受注者で雇用しているため、お答えできない。
20. 内容：現在の職員数を常勤、非常勤についてそれぞれお教え下
さい。
21. 項目：なし

１０月現在登録数
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内容：現在お預かりしているお子様の月齢と人数をお教え下さ ０歳 ３人
い。
１歳（～１歳半）

３人

１歳（１歳半～）

７人

２歳

６人

３歳

９人

４歳

９人

５歳

11 人

６歳

１人

項目：なし
現在は、１箇所４名が通っている。
内容：通園支援を行っている幼稚園は何カ所ございますか。ま
22.
た、幼稚園と併用利用しているお子様は何名いらっしゃいます
でしょうか。
項目：なし
９月及び１２月に当院の小児科医師が児童の健診を行ってお
内容：児童の健康診断につきまして、年に何回実施となります
り、費用は、請求していない。
でしょうか。健康診断について、海浜病院様にお願いさせてい
ただくことは可能でしょうか。もし可能の場合は、その際の費 歯科医は、いない。
23.
用についてもお教えいただけますでしょうか。嘱託医をお教え
いただけますでしょうか。また嘱託歯科医はいらっしゃいます
でしょうか。いらっしゃった場合歯科医名をお教えいただけま
すでしょうか。
項目：なし
別紙 02 のとおり。
24. 内容：現在保育施設の案内やしおり等があれば頂けますでしょ
うか。
項目：なし
平成２８年４月１日付で証明書の交付を受けている。
内容：千葉市立海浜病院病院内保育所は、千葉市へ認可外保育
25. 施設の設置届出をされておりますでしょうか。認可外保育施設
であった場合、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明
書の交付年月日をお教え下さい。
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病児保育の提案および保育所内にある病児保育室の運用は、今 本契約の業務内容には、病児保育は含まれておりませんが、
回の千葉市立海浜病院院内保育所業務委託契約プロポーザル方 受注者の自由提案として、病児保育を入れる場合は、評価ポ
26. 式長期継続契約（令和 3 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日）は、 イントになります。
評価ポイントには関係なく、除外になるとの認識で宜しいでし
ょうか。ご教授ください。
仕様書 3 ページ 8.経費の負担区分（1）保育業務に要する次の 修繕費については、院内全体（保育所含め）で予算取りして
27. 経費は発注者の負担とする。に関しまして、イ 保育施設及び
いるため、保育所の修繕費を算出することができません。
備品の維持管理、修繕費用の予算額をご教示ください。
③仕様書 3 ページ 8.経費の負担区分（1）保育業務に要する次 備品については、２０万円程度考えている。
28. の経費は発注者の負担とする。に関しまして、ウ 修繕不能な備 毎年、８月頃に来年度の予算要望を行う必要があるため、時
品の買い替えの予算額をご教示ください。
期になったら購入備品について、相談いたします。
実施要領 3.プロポーザル実施スケジュールと 9.企画提案書の １回目は、現仕様書を基にした見積になります。
29. 提出に関しまして、どちらにも見積書提出となっておりますが、 ２回目は、プロポーザルを実施後、提案内容を盛り込んだ仕
2 回見積書を提出する理由をご教示ください。
様書に対しての見積書になります。
項目：企画提案書
枠については、必要に応じて、拡大してください。
内容：各項目の記入枠につきまして、必要に応じて枠を拡大し
ただし、フォントサイズについては、指定したフォントサイ
30.
て記入することは可能でしょうか。
ズで記入してください。
当社が事業者として選定頂いた際の契約書雛形は、弊社仕様ま 契約書の雛型については、当院の契約書をベースとさせてい
31. たは貴院仕様のどちらでしょうか。貴院仕様の際には、契約書 ただきます。
の内容に関して協議は可能でしょうか。
契約書の内容についての追記については、協議可能です。
見積書の作成にあたり、直近3年間での利用者の平均数は提示い 過去３年間の最大値は、２５人程度。
ただいておりますが、1日の利用者の最大値と最小値に大幅な差 最低値は、０人です。
32. はございますでしょうか。必要な保育士数が異なりますので、 利用定員数を増やす等の要因が無ければ、委託費の協議は、
詳細をお伺いしたく存じます。また、契約期間内に利用者数が 行いません。
大きく増加した際には、委託費の協議は可能でしょうか。
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