
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

（札幌サンプラザ会場） 

№ 質問(原文のまま) 回答 

1 本業務の主要部分である医療・会場運営の各

業務において、特定共同企業体内に所属する

（籍を置く）各構成員が責任者として、会場

に常駐し、管理・監督を行えば、「それぞれ

の業務の全てについて再委託することは認

められない」には該当せず、今回のプロポー

ザルにおいての参加条件を満たしていると

いう認識で間違いはございませんでしょう

か。 

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、本業務の主要部分であることか

ら、それぞれの業務について、特定共同企業体

の各構成員が外形的・実質的にみて、責任者と

して、指揮・命令・管理・監督し、責任をもっ

て業務を遂行する場合には、許容される再委

託と判断いたします。 

2 警備につきまして、特定共同企業体内の１構

成員が警備業認定を取得しておりますが、警

備業も本業務の主要部分と捉え、たとえ上記

１構成員が警備業を取得していた場合にお

いても、警備専門会社に再委託をすることは

認められない為、今回のプロポーザルにおい

ての参加条件は、特定共同企業体内に警備専

門会社も１構成員として含めなければいけ

ないという認識で間違いはございませんで

しょうか？ 

本業務においては、警備業は、本業務の主要部

分と判断するものではないため、特定共同企

業体内に警備専門会社を１構成員として含め

る必要はございません。 

3 手配いただける受付・退出管理スタッフにつ

いて何名の手配予定ですか？ 

受付は、６人程度、退出管理は、10 人程度を

想定しています。 

4 会場の施錠・解錠は施設管理者の認識でよろ

しいですか？ 

受託者さまに行っていただきます。 

5 各諸室の暖房・冷房対応は【全館調整】又は

【諸室毎に調整】どちらになりますか？ま

た、夏時期の冷房調整は既存の設備のみで問

題はないかご確認お願い致します。（※建物

の 

諸室毎に調整となります。また、夏時期の冷房

調整は、既存の設備のみで問題ありません。



6 運営時間外の施設利用時間について朝、開始

使用時間、夜、最終終了時間についてご教授

ください。 

開始使用時間は、7：00、最終終了時間は、22：

00、となります。 

7 １階の利用可否想定スケジュールをご教授

ください。 

ふれあい広場（展示スペース）及びラウンジの

スケジュールは、別添のとおりとなります。

8 メインエレベーターの他に救急時対応で利

用可能なエレベーターはございますか？ 

３基のメインエレベーターの他に救急時対応

で２基の搬入用エレベーターが利用可能で

す。 

9 説明会でご案内があった会場費（部屋等）は

全て札幌市様負担でしょうか。 

仕様書中の「４ 集団接種会場の概要」に記載

があります会場の使用料については、本市の

負担となります。 

10 札幌サンプラザ様にある駐車場料金は接種

者様の全額負担でしょうか。 

お見込みのとおりです。 

11 ディープフリーザーについて、UPS（無停電

電源装置）の接点端子を有しているでしょう

か。 

ディープフリーザー（商品名（品番）：バイオ

フリーザー（CVF-1376HC）） 

には、UPS（無停電電源装置）の接点端子はあ

りません。 

12 接種予約について、１枠（３０分）に対して

最大予約人数をお教え下さい。 

最大予約人数は、100 名程度を想定しておりま

す。 

13 再委託について、医師及び看護師の一部を派

遣対応する場合は再委託契約になるでしょ

うか。 

再委託契約となります。接種に関する業務は、

本業務の主要部分であることから、特定共同

企業体の各構成員が外形的・実質的にみて、責

任者として、指揮・命令・管理・監督し、責任

をもって業務を遂行する場合には、許容され

る再委託と判断いたします。 

14 委託者側でご用意頂く、受付・退出管理にお

けるスタッフ数は各何名の予定でしょうか。

受付は、６人程度、退出管理は、10 人程度を

想定しています。 

15 高砂の間と玉葉の間の間にある、パントリー

の利用有無に関して、会場の一部として利用

は可能でしょうか。 

利用不可です。 

16 床養生に関して、ロビーを使用する場合、ロ

ビーにも養生は必要でしょうか。 

ロビーにも養生が必要になります。養生の必

要範囲は、２階フロア、３階の竹の間・松の間、

となります。 



17 【仕様書-５業務の概要(2)従事人員の確保】

駐車場の誘導・警備の作業範疇はどこまで想

定しておりますでしょうか。 

（通常の） 

施設利用者・来場者の安全と快適な利用のた

め、通常求められる程度の誘導・警備を行って

いただくことを想定しております。 

18 【仕様書-５業務の概要(3)備品の確保・保

管・運搬】 

会場備品はどこまで借りられるでしょうか

（机、椅子等） 

別添１のとおりです。 

19 【別紙 1※平面図】 

2階ロビーにある楕円マークは柱と考えてよ

ろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

20 【別紙 1※平面図】 

金枝の間の中央部は開閉可能な稼働壁とな

りますでしょうか。また、稼働壁の場合自由

にレイアウト調整可能でしょうか（途中まで

壁として使用。一部開閉し通過可能な導線と

する等） 

開閉可能な可動壁となりますので、途中まで

閉めることや、全て撤去することが可能です。

21 【その他】 

搬入ルート（トラックの停車場所～搬入エレ

ベータ～２階フロア）をご教示頂くことは可

能でしょうか。またトラックの積載量に指定

はございますか。 

正面玄関に向かって、右側（東側）に業者搬入

路がありますので、そちらに停車してくださ

い。導線は、業者搬入路⇒防災センター前⇒エ

レベーター４号機⇒２階フロア、となります。

トラックの積載量に指定はありませんが、車

幅等を考慮すると、４ｔまでが妥当と思われ

ます。 

22 展示スペースが使用できない日程、又は日数

をご提示ください。 

ふれあい広場（展示スペース）の利用予定表

は、別添のとおりです。 

23 ラウンジは全日程で使用可能でしょうか。 ラウンジの利用予定表は、別添のとおりです。

24 展示スペース奥のカーテンの中の物品の移

動は可能でしょうか。 

移動可能です。 

25 施設利用物品の内訳数と料金等につきまし

て、直接施設へお問合せさせて頂いて問題ご

ざいませんでしょうか。あるいは料金表と在

庫数をご提示いただくことは可能でしょう

か。 

別添１のとおりです。 



26 会場正面にバスプール、タクシープールの設

置は可能でしょうか。 

バスプールについては、設置不可ですが、タク

シーについては、催し物によっては、駐車して

おりますので、車両の駐車については、ご相談

の上、判断させていただきます。 

27 エレベータの占有は可能でしょうか。可能の

場合、3機中何台の占有が可能でしょうか。

占有不可です。 

28 搬入出用のエレベータの利用可否、サイズの

ご提示をお願いいたします。 

利用可能です。サイズは、入口高 2,100、かご

内高 2,300、かご奥行き 1,950、かご内幅

1,300、となります。 

29 ２階に車いす対応のトイレはございますで

しょうか。 

ありません。 

30 床養生について共有部の養生も必要でしょ

うか。 

養生の必要範囲は、２階フロア、３階の竹の

間・松の間、となります。 

31 長期の利用に伴い、管内の定期清掃は施設側

で行っていただけると考えてよろしいでし

ょうか。それとも期間内は受託者での清掃と

なりますでしょうか。 

定期清掃は、施設管理者が行います。 

32 高砂と玉葉の間のパントリー、倉庫の利用は

可能でしょうか。 

いずれも利用不可です。 

33 金枝の間の倉庫の利用は可能でしょうか。 利用不可です。 

34 クロークの利用は可能でしょうか。 利用不可です。 

35 別事業(退出管理)分のスタッフ控室は別途

用意があるという認識でよろしいでしょう

か。 

別途用意する予定です。 

36 使用範囲外(施設共用部)にはサインの設置、

人員の配置は可能でしょうか？ 

状況に応じて、可能かどうか判断いたします。

37 同様に施設範囲外および施設敷地野外に看

板等掲示は可能でしょうか？ 

状況に応じて、可能かどうか判断いたします。

38 施設の緊急搬送導線・避難経路についてご提

示いただくことは可能でしょうか？ 

今後提供することは可能です。 

39 施設における昼食の持ち込みの是非につい

てお答えください。 

持ち込み可能です。 

40 スタッフや医療従事者控室などが不足する

場合、別途お部屋を借り受けすることは可能

でしょうか？ 

今後調整いたします。 



41 施設駐車場における来場者へ特約の設定（利

用料金の値引きなど）はございますでしょう

か？ 

ありません。 

42 施設の電気、ネット環境の設備の資料は頂く

ことが可能でしょうか。 

今後提供することは可能です。 

43 下見時は養生がされておりましたが、集団接

種会場は新たに養生が必要でしょうか。 

新たに養生が必要となります。養生の必要範

囲は、２階フロア、３階の竹の間・松の間、と

なります。 

44 受付、退出管理のスタッフは何人を想定され

ていますか。 

受付は、６人程度、退出管理は、10 人程度を

想定しています。 

45 設営日は開始の 3/1 より前日もしくは前々

日に可能でしょうか。 

可能でございます。 

46 ワクチン接種者が、施設に併設されている駐

車場利用は可能でしょうか。可能な場合 駐

車可能台数、料金の確認お願いします。 

可能ですが、台数に限りがあるため、公共交通

機関での来場をお知らせする予定です。一般

利用も含めた駐車可能台数は、185 台、料金は、

330 円/時、となります。 

47 提示いただいている会場は、接種期間中すべ

て利用可能でしょうか。 

ふれあい広場（展示スペース）及びラウンジ以

外は、接種期間中すべて利用可能です。 

48 会場１階の広場、ラウンジは、期間中のうち

一部使用できない日程がある想定でよろし

いでしょうか。 

お見込みのとおりです。ふれあい広場（展示ス

ペース）及びラウンジの利用予定表は、別添の

とおりです。 

49 １８才以上のワクチン接種想定人数を教え

てください。 

令和４年１月 12日現在、約 145 万人となりま

す。 

50 今回の接種対象者は、札幌市全域、条件を満

たす市民でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

51 札幌市、他市町村の類似業務おいて、従事予

定者が重複してもよろしいでしょうか。 

本業務に支障がなければ可能です。 

52 接種ブースはいくつを想定して接種回数

1,000～1,500 回/1 日を想定していますか。

最適な運営となるように自由にご提案くださ

い。 

53 接種時間は 予約受付時間 11 時～20 時

（休憩１時間。予約枠 30 分毎、経過観察を

含まない）内で接種回数 1,000～1,500 回/1

日を想定でよろしいでしょうか。 

見積りにあたっての仮定条件は、お見込みの

とおりです。 


