
質問書に対する回答 

業務名：札幌市新型コロナウイルスワクチン集団接種会場設置・運営・接種業務 

（令和３年 12月 10日回答 No.１～No.13） 

（令和３年 12月 14日回答 No.14～No.46） 

№ 質問 回答 

1 300 ㎡程度スペースを用いた会場レイア

ウト案を作成する上で、各区民センター

の会場白図をいただくことは可能でしょ

うか？ 

各区民センターの HP に配置や面積が公開されて

おりますので、そちらをご確認ください。参考と

して、各区民センターの大ホールの面積等一覧を

作成しましたので HPに公開いたします。 

なお、レイアウト案については自由に作成してい

ただいて構いませんが、設定にお困りの場合は、

20ｍ×15ｍ程度を想定して作成してください。 

2 区民センターにあるイス・テーブルは利

用することは可能か？ 

可能な場合、各区民センターの在庫数・料

金がわかるものをいただくことは可能

か？ 

区民センターにあるイス・テーブルの利用は可能

ですが、会場ごとに在庫数が異なるため、受託者

で全て準備すると仮定してお見積りください。 

なお、区民センターの備品を利用する場合の料金

については、委託者が負担します。 

3 今回の受託契約は【準委任契約】又は【請

負契約】どちらになりますか？ 

会場の設置や従事者の確保等については【請負契

約】の側面がありますが、業務の遂行という点に

おいては【準委任契約】の側面も有しているため、

混合契約となると認識しております。 

4 医療廃棄物の管理・処理については業務

に含まれますか？ 

医療廃棄物の管理については業務に含まれます

が、運搬及び処分については委託者が別途業者を

手配いたします。 

5 仕様書内に『受付及び退出管理に必要な

スタッフは委託者が手配』とありますが、

接種予約の事前受付方法についてお知ら

せください。 

接種前日までのＷＥＢ予約又は電話予約を想定

しています。 

6 前回実施した接種の流れや図面を共有い

ただくことは可能でしょうか。 

接種の流れや図面については、会場ごとに異なる

ため、大まかな接種の流れ（イメージ）を図示し

たものを HPに公開いたします。 

なお、今回の業務については、前回実施した接種

方法に縛られるものではないため、自由にご提案

ください。 



7 手配する医師は内科医以外（例えば歯科

医師など）でも問題ないでしょうか。 

予診を行う医師は、内科医以外の医師でも問題あ

りませんが、予診を行うのは医師でなければなら

ないため、歯科医師の方は予診できません。 

接種業務については、筋肉注射の経験を有してい

る又は必要な研修を受けている場合は、歯科医師

の方でも問題ありません。 

8 今回の接種対象年齢は 15歳以下も含まれ

るでしょうか。また、妊婦や基礎疾患のあ

る方も接種対象でしょうか。 

現時点では追加接種の対象である 18 歳以上の方

（妊婦や基礎疾患のある方を含む）を想定してい

ますが、今後接種対象年齢が変更された場合は、

別途協議します。 

9 提案説明書内に『企画提案書は両面印刷

で最大１０ページ程度』とありますが、１

０枚２０ページか５枚１０ページかどち

らでしょうか。 

企画提案書は両面印刷で最大５枚１０ページ程

度となります。 

10 企画提案書等の提出書類で（様式３）（様

式４）（様式５）も任意様式での提出は可

でしょうか。 

所定の様式にてご提出ください。 

11 企画書提出前に区民センターをロケハン

させていただくことは可能でしょうか？ 

企画提案に当たっては、各区会場毎の具体的なレ

イアウト案の作成までは要しないためロケハン

については対応いたしかねます。 

12 医療に必要な備品について「受託者が準

備を行うもの」と「札幌市様が準備を行う

もの」についてお教えください。（接種に

必要な備品、救護対応に必要な備品） 

ワクチンの薬液・針・シリンジ以外の医療に必要

な備品については、受託者で全てご準備くださ

い。 

13 プロポーザル参加にあたりまして、「接種

業務を行う弊社が入札窓口となり、会場

運営会社が再委託先になる形態」と「会場

運営会社が入札窓口となり、弊社が接種

業務の再委託先になる形態」が同時に複

数存在していても問題ないでしょうか？ 

本市においては業務の主要部分を再委託するこ

とは原則禁止しております。 

接種に関する業務及び会場運営に関する業務に

ついては、本業務の主要部分と判断されるため、

それぞれの業務の全てについて再委託すること

は認められません。 

また、再委託先が異なる場合であっても、同一の

事業者からの複数の企画提案書の提出は認めら

れません。 

14 各区民センターの駐車場は何台分です

か？ 

各区民センターの駐車場概要をまとめたものを

HPに公開いたします。 



スペースは何か所に分かれていますか？

会場との距離はどのくらいありますか？ 

近隣施設利用者、近隣住民から今までど

のような内容の苦情がありましたか？ 

1・2 回目接種時は土日のみの開設で、区民セン

ターを全館借り上げていたこともあり、駐車場に

関する苦情は特段見受けられませんでしたが、今

回は平日の実施も予定しており、一部の区民セン

ターは区役所等と駐車場が共用のため、普段から

駐車場待ちの行列が発生している区もあります。 

15 予約管理システムは何という名称のシス

テムですか。 

会場運営スタッフが使用する場合、どの

ような用途で使用しますか。 

予約の受付時間は、30 分単位でしょう

か？ 

また、その時間帯での１会場あたりの最

大受付人数は何人ですか？ 

予約管理システムは本市で独自に用意したもの

で、今回募集している業務に従事するスタッフが

使用することは想定しておりません。 

予約の受付時間は 30 分単位で、受付人数につい

ては、委託者と受託者で協議したうえで決定する

こととしておりますが、1日の接種人数が 500人

の場合、最大で 50～60 名程度になると想定して

おります。 

16 市が必要と考えている会場運営に必要な

備品は何がありますか。必要な備品の一

覧を提示して頂けませんか。 

集団接種 1-2回目で使用し、3回目でも流

用して使用できると考えられる備品は何

がありますか。再購入し、経費負担が増え

ることの無いよう、確認させて頂きたく

存じます。 

会場運営に必要な備品については、運営方法によ

っても異なるため、各事業者で検討の上、ご提案

ください。 

会場の備品（机や椅子）や、1・2回目接種時に使

用した備品等を使用することも想定されますが、

提案時においては、受託者で全て準備すると仮定

してお見積りください。なお、ディープフリーザ

ーは委託者が準備いたします。 

17 「会場レイアウト案を盛り込むこと」と

あるが、区民センター10 か所分のレイア

ウト案を提出する必要がありますか。 

「運営上の事故等に備え、必要な保険に

加入すること」とあるが、どのような範

囲・内容の保険が必要と考えていますか。 

接種会場にて、接種後回収した予診票は、

いつまでに、どちらにお渡しすればよい

でしょうか？ 

会場レイアウト案については、300㎡（20ｍ×15

ｍ）程度のスペースを用いた会場レイアウト案１

枚をご提出ください。 

保険については、一般的に業務運営上発生しうる

対人・対物事故等に、適切に補償される内容が必

要であると考えております。 

予診票については、委託者が別途手配する業者

が、退出管理時に回収いたします。 

18 レイアウト案について、フリーザーの設

置場所は除くとあるが、規定レイアウト

300 ㎡内に希釈スペースを含む必要はあ

りますか。 

ワクチンの充填・希釈スペースは規定レイアウト

内に含めてください。 



19 ワクチン管理について、発注とあるが、ど

のような状態で納品されますか。また輸

送に係るコストは本案件予算に含む必要

性はありますか。 

基本的には冷凍保存されたワクチンが、箱に入っ

た状態で納品されると想定しておりますが、使用

ワクチンの種類や納品数等によって変わること

も考えられます。 

また、ワクチンの輸送は、今回の業務の範囲外で

あるため、予算に含む必要はありません。 

20 提供備品について、救急時に使用する、薬

剤などは札幌市より提供頂けますか。ま

た、希釈・接種に必要なシリンジ・ニード

ル・生理食塩水などの備品はワクチンバ

イアルとセットで納品されますか。 

希釈・接種に必要な薬液・針・シリンジ（希釈に

必要な針・シリンジ・生理食塩水等も含む）につ

いては提供いたしますが、それ以外に必要な医療

備品については、受託者で全てご準備ください。 

21 暖房器具などは、会場の付帯設備として

常備されていますか。常備されている場

合、レンタル費・光熱費などの経費は必要

となりますか。 

暖房器具などは会場に常備されており、レンタル

費・光熱費については委託者が負担いたします。 

22 受付及び退出管理に必要なスタッフは委

託者より手配とあるが、管理に必要な機

材類（パソコン・バーコードスキャナーな

ど）も同様にご手配頂けますか。 

受付及び退出管理に必要な機材類についても、委

託者より手配いたします。 

23 手配頂ける受付・退出管理スタッフにつ

いて、来場者の予約確認・システム内のス

テータス管理・来場されなかった方の対

応・済証発行事務作業・予診票の事務処理

及び管理・ＶＲＳ読込作業などは、受付及

び退出管理スタッフが行い、受託者側で

は行わないとの認識でよろしいですか。 

ご認識の通りです。 

24 手配頂ける受付・退出管理スタッフにつ

いて、各ポジションに何名のスタッフを

手配予定かご教示ください。 

目安として、受付 3名程度、退出管理 4名程度を

想定しております。 

25 救急時の対応について、集団接種会場に

て救急搬送が発生した場合、医師・看護師

など医療従事者の同乗の必要性はありま

すか。 

札幌市における 1・2 回目接種時の集団接種会場

運営においては、看護師資格を有するスタッフが

同乗しておりましたが、必ずしも医療従事者が同

乗しなければいけないものではないため、自由に

ご提案ください。 

26 医療従事者の手配について、医療機関の 問題ありません。 



協力のみで人数確保が難しい場合（とく

に医師）は人材ビジネス会社等からの紹

介を医療機関に行ってよいでしょうか？ 

27 看護師の手配に関して人材ビジネス会社

等の派遣を行うことは可能でしょうか？ 

可能な場合、その際の派遣先の扱いとし

ては札幌市役所になりますか？それとも

協力医療機関への派遣となりますか？ 

協力医療機関への派遣として看護師を手配いた

だくことは可能です。 

28 特定共同事業体に医療従事者を手配する

人材ビジネス会社を加入させる事は可能

でしょうか？ 

「接種に関する業務」「会場運営に関する

業務」については本業務の主要部分と判

断されるためそれぞれの業務の全てにつ

いて再委託する事は認められない。とあ

ったが、全てでない場合（人員手配のみ）

は再委託が可能でしょうか？ 

参加資格を満たせば、特定共同企業体に加入する

ことは可能です。 

本業務の主要部分であっても、一部の業務であれ

ば、事前に委託者の承諾を得ることにより再委託

が可能となりますが、実質的に業務の全てが再委

託となっているものか否か、個別に委託内容等を

確認のうえ判断させていただきます。 

29 接種受付時間は、10時 30分スタートの場

合最終受付開始時間は何時からになりま

すでしょうか？ 

実際の接種時間は委託者と受託者で協議の上調

整いたしますが、提案時は 10時 30分受付開始、

18時 30分最終受付終了を目安にお見積りくださ

い。 

30 最適な運営となれば、看護師の人数と運

営スタッフの人数を変更しても良いでし

ょうか？ 

仕様書に記載している人員体制は、あくまでも参

考のものですので、最適な運営となるような人員

体制をご提案ください。 

31 札幌市様が診療所を開設した上で、開設

後の運営をすべて委託するということで

よろしいでしょうか？ 

診療所の開設手続き、VRS・V-SYSの登録及び予約

数の設定については委託者が行います。 

その他の会場運営に係る業務については、「受付・

退出管理業務」や「医療廃棄物の運搬・処分」な

どの一部の業務を除いて、一括して委託するもの

になります。 

32 提案書説明の、9企画提案書等の提出及び

留意事項（１）③業務体制の概要及び実施

方法(様式 4)について、ページ数の制限は

ございますでしょうか？ 

業務体制の概要及び実施方法(様式 4)にページ

数の制限はありませんが、可能な限り簡潔にまと

めていただくようお願いいたします。 

33 提案書説明の、9企画提案書等の提出及び 各業務の責任者について氏名・所属をご記載くだ



留意事項（１）④業務従事者一覧（様式 5）

について、どこまでの従事者を記載すれ

ばよろしいでしょうか？※受付・医師・看

護師等の氏名所属が必要でしょうか？ 

さい。 

医師・看護師等の記載は必須ではありませんが、

接種業務についての責任者の氏名・所属をご記載

ください。 

受付業務については委託者が別途手配するため、

受付の責任者は不要です。 

34 各区民センターの備品リスト(机・椅子・

パーテーション・卓上飛沫防止アクリル

板など)の開示をお願いできますでしょ

か？ 

会場毎に在庫数が異なるうえ、大ホール以外に利

用する貸室の備品等もあり、現時点で利用可能な

備品数を確定できないため、開示はいたしかねま

す。 

なお、見積に当たっては、必要な全ての備品を受

託者が準備すると仮定してお見積りください。な

お、ディープフリーザーは委託者が準備いたしま

す。 

35 見積書作成における仮定条件ですが、「10

時 30 分～19 時 30分（休憩 1 時間。経過

観察を含む。）」とは、接種開始 10 時 30

分、接種終了 19時、休憩 1時間にて総接

種時間は 8.5時間（30分予約枠×17 枠）

という認識で合っていますでしょうか？ 

また、休憩 1 時間は何時から何時までを

想定していますでしょうか？ 

10 時 30 分受付開始、18時 30 分最終受付終了を

目安に想定しております。 

休憩時間（1時間）については、法令等遵守のう

え、任意で設定いただいて構いません。 

この場合、予約枠については、7 時間（30 分枠

×14 枠）程度になると想定しております。 

36 前回同事業にて 改善点（急なキャンセ

ル、キャンセル待ち、廃棄を少なくするな

ど）拝見できる資料、情報の提供お願いし

ます。 

接種対象者の年齢や人数の変化に柔軟に対応で

きるか、感染症対策が適切になされているか、ワ

クチンの保管温度異常等の緊急事態に対応でき

るか、などが課題であったと感じていたため、今

回の審査の視点としております。 

37 運営時間について休憩時間など、モデル

スケジュール確認お願いします。 

見積に当たっては、提案説明書「９ 企画提案書

などの提出及び留意事項」⑷ウの仮定条件に基づ

きお見積りください。 

休憩時間（1時間）については、法令等遵守のう

え、任意で設定ください。 

38 予診・接種ブースの想定は 予診２ブー

ス、接種４ブースを想定でよろしいでし

ょうか。 

ブース数の指定はありませんので、最適な運営と

なるよう自由にご提案ください。 



39 １８才以上のワクチン接種想定人数を教

えてください。 

参考ですが、12月 13日時点における、札幌市の

20 歳以上の２回目接種済み人数は、約 140 万人

となります。 

40 外国の方の対応想定はありますでしょう

か。 

外国人の方の来場も想定しております。 

41 各区民センター大ホール（想定）で床の養

生が必要でしょうか。 

運営方法によっても異なりますが、1・2 回目接

種時は床の養生はしておりませんでした。 

42 各区民センター大ホール（想定）で電気設

備詳細（非常用電源設備があるかなど）を

教えてください。 

全ての会場において、既存の非常用電源設備はご

ざいません。 

1・2 回目接種時は、蓄電池にワクチンを保管す

る保冷庫を接続しておりましたが、ワクチン管理

上の保管温度異常など、緊急事態に柔軟に対応で

きる対策をご提案ください。 

43 区民センター大ホール（想定）でインター

ネット環境があるか教えてください。 

全ての会場において、インターネット環境はござ

いません。 

44 区民センター大ホール（想定）で暖房設備

があるか教えてください。 

全ての会場において、暖房設備は備わっておりま

す。 

45 区民センター大ホール（想定）の設営スケ

ジュールは、数日（３～４日）いただける

想定でよろしいでしょうか。 

設営スケジュールに指定はありませんが、可及的

速やかに接種を開始するためには、短期間である

ことが望ましいと考えております。 

見積に当たっては、2月 1日から接種を開始する

ものとし、それ以前の期間に設営を行うことを想

定してください。 

46 会場運営に必要な備品の確保は、受託者

で手配を行うこと（仕様書）になっており

ますが、受付時に使用するパソコンは、札

幌市所有のパソコンを使用予定でよろし

いでしょうか。 

受付及び退出管理業務に必要な人員、物品等につ

いては、札幌市で別途手配します。 

 


