
※提出頂いた質問書中の社名、商品名は伏せています。
番
号

区分 項目 質問 回答

1 公示
「2委託業務の
概要」
（2）委託期間

　今回の委託事業の委託期間は平成27年3月31日までとなっています
が、その後もこの委託事業は継続されるのでしょうか。

　継続の有無については未定です。

2 公示 3 参加資格

　参加資格に「製造業者又は製造業者等が指定する他の者」とあるが、
基本、市と製造業者の契約と聞いている中で製造業者でない福祉用具
貸与事業所との契約は可能なのでしょうか。
　（製造業者は下請業者とし貸与事業者が実務を行う方が効率が良いと
考える。）

3 公示 3 参加資格

　業務内容・契約内容を見る限り、製造業者が県外に有る場合は、岡山
県に登録している、もしくは、岡山市の入札参加資格名簿に記載されて
いる貸与事業者が市と契約する方が岡山市、お客様とのやりとり等（納
品・周知・説明・アフター・金銭・検証）がスムーズだと考えるがどうでしょ
うか。

4 公示 3 参加資格
　「製造業者等が指定する他の者を指定する場合は、製造業者以外の１
社とする」とあるが、製造業者２者から指定を受けた場合、指定を受けた
者は２者の品目（２品目）を扱う事は可能でしょうか。

　それぞれの製造業者等から1者のみの指定を受ければ、それぞれの製
品の提案者となることは可能です。

5 公示
3 参加資格
　「別表1」

　別表1「有資格者名簿に登載されている者と同等であることの認定を受
けるための書類」の指定ホームページからのダウンロードファイルに、別
表1の指定以外のものが含まれていたが、指定様式以外の様式は提出
不要と考えてよいでしょうか。

　お見込みの通りです。
　ご質問のダウンロードファイルのうち、指定様式としてご利用していただ
くものは「暴力団排除に関する誓約書（兼同意書）」、「使用印鑑届」、「社
会保険料納入確認書」の3点のみです。ただし、「社会保険料納入確認
書」は、「岡山市内に本社、本店等主たる営業所を有する者」の場合で
す。

6 公示
8 企画提案書の
留意事項

　「副本は企画内容においても社名を使用しないこと」とあるが、様式7号
の項目1～12全て社名を伏せて12部コピーすればよいでしょうか。また、
社名以外は伏せなくてよいでしょうか。

　副本は、公示の「7 企画提案書等の提出」において提出を求めている
「①企画提案書」全てにおいて社名を使用しないで下さい。
　なお、副本をコピーで作成することは可能です。

　提案する製品の製造業者等が、貴社を「ただ1つ」の「製造業者等が指
定する他の者」に指定するならば、提案者となることは可能です。
　なお、参加資格において製造業者等を軸に提案者の関係を明記してい
るのは、提案される全ての方に、製造物責任法上の責任に十分配慮の
上、提案いただきたいことを趣旨とするものです。
　運営体制及び方法は企画競争の内容のため、貴社が考えるスムーズ
な運営体制及び方法の提案を期待します。
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※提出頂いた質問書中の社名、商品名は伏せています。
番
号

区分 項目 質問 回答

7 公示
9 特定方法等
(4)審査結果通
知

　結果通知には理由を明記して頂けるのでしょうか。 　貴社の得点を明記し、通知する予定としています。

8
仕様
書

5．業務内容
(3)新用具の基
本要件

　転倒による大腿骨頚部骨折を防ぐための「衝撃吸収パッド付きパンツ」
は対象福祉用具になるでしょうか。

　提案を検討されている製品が「要介護者等でない者も使用する一般の
生活用品としても使用されるもの」であれば、資料2「要介護者等でない
者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有
するもの」の要件を満たさないと考えられます。

9
仕様
書

5．業務内容
(3)新用具の基
本要件

　「衝撃吸収パッド付きパンツ」を対象用具とした場合、衣類（下着）という
性格上、貸与可能かどうかは議論が必要と思います。
　例えばパンツを自己負担（または介護保険購入対象品）とし、パッドを
貸与対象とする、など別々に考えることは可能でしょうか。

　貸与製品とその使用に必要な消耗品もしくは衛生上貸与になじまない
もの等（以下「消耗品等」という。）に区分した提案は可能ですが、提案
は、一体のものとして提案してください。
　なお、本委託契約は、1台･1ヶ月単位の単価契約です。従って、消耗品
等に係る経費のみを別途に支払うことは出来ません。消耗品等の費用
を、その耐用期間等を勘案の上、提案単価の中に含めた提案は可能で
すが、支払いは貸与製品の貸出し実績での支払いです。
　ただし、本業務は「在宅での貸与」を想定していますので、必要となる消
耗品等の単価が貸与製品のレンタル単価と比して大きな割合であった
り、消耗品等自体が高額であったりする場合等は、本契約に適さないと
判断する場合があります。

10
仕様
書

5．業務内容
(3)新用具の基
本要件

　資格要件の確認（2次）に、「医療機器として承認を受けた商品の場合
は、医療の観点からの使用ではなく、日常生活での機能維持や機能訓
練を目的として利用するものであること」とありますが、弊社商品は、厚
生労働省から管理医療器（クラス２）の認可を頂いているため、レンタル・
販売には、医師の処方箋が必要になります。現状、維持期の対象者の
方には訓練機器として機能の維持、回復にご利用頂いています。
この度は、維持期の方の訓練機器としての利用での申請は可能でしょう
か。

　ご質問中の「処方箋」が医師法上の「処方せん」であれば、資料2「治療
用の観点から使用するもの」となり要件を満たしません。

　ただし、医療機器であっても、在宅での日常生活における機能維持や
機能訓練を目的に利用されるもので、次の要件を満たせば、公募の対象
としています。

・医師の指示書が不要なもの。

・医師の指示書を製造業者等が求めているもので、その文書から、維持
期における在宅日常生活での機能維持や機能訓練を目的としての利用
が確認できるもの。
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※提出頂いた質問書中の社名、商品名は伏せています。
番
号

区分 項目 質問 回答

11
様式2
号

業務内容/業務
実績

　２枚目の会社概要のうち、業務実績とはどのようなことを記載すればよ
いでしょうか。会社の前年度IR報告書を添付することで報告することは可
能でしょうか。

　会社の前年度IR報告書の添付をもって報告とすることは可能ですが、
「業務内容/業務実績」は今回の貸与モデル事業に係る業務実績を中心
とした報告を想定しています。

12
様式
第3号

担当者 　担当者は複数でも可能でしょうか。

　担当者が2名を超える場合は様式を追加し提出してください。
　なお、ここでの担当者とは当市との本委託業務に関する連絡調整等を
行なっていただく担当者のことです。貸与窓口等に従事する方等を報告
するものではないことを申し添えます。

13
様式
第4号

下請業者の概
要関係

　「下請業者が、事業の全て又は大部分を行う事は出来ない」とあるが、
業務内容（１）基本構成６項目のうち下請業者はどこまでの業務を行って
良いのか。

　本貸与モデル事業では、「新用具を安定的に準備する業務」と「新用具
を適切な管理体制の下で貸与を行なう業務」が大きな柱となっておりま
す。このいずれの業務も再委託するような提案は、提案者による事業従
事の実態が極めて薄いため大部分を委託するものに該当します。

14
様式
第4号

下請業者の概
要関係

　弊社は製造業者であり、利用者への貸与(納品)および手数料の徴収
事務等が困難なため、岡山市内の下請業者(貸与事業者)と連携して申
請を検討しています。通常、貸与事業者が利用者様から自己負担金を
徴収し9割を国に請求しますが、本件では、契約者が貴市と弊社になる
ため、その場合のお金の流れはどのように考えればよいでしょうか。

　ご質問のお金の流れは、当市は、いわゆる10割分を契約者へ支払い
ます。契約者は、利用者から徴収した利用料（1割相当分）を市へ納める
という流れになります。

15

様式
第5
号、
第7号

その他調査等
単価

　その他調査等単価とは委託期間中の利用者へのヒアリングやアンケー
ト調査に関わる、主に人件費等の費用の事でしょうか。

　お見込みの通りです。
　その他調査等単価は、利用効果測定業務や利用者から徴収した利用
料を市へ納付する業務などに係る経費を想定しての単価です。
　なお、人件費以外にも、事業に係る物件費も含まれます。
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※提出頂いた質問書中の社名、商品名は伏せています。
番
号

区分 項目 質問 回答

16

様式
第5
号、
第7号

予定数量
貸出し延台数

　予定数量貸出し延台数を算出するために、岡山市の介護保険受給者
数を知りたいのですが、教えてもらうことは可能でしょうか。

　平成25年7月末現在において次の通りです。
　　要支援・要介護認定者数　35,016人
　　1号被保険者数　162,913人

　更に詳しい情報は岡山市介護保険課のホームページ「介護保険事業
状況報告」をご覧下さい。
　　ホームページアドレス
　　http://www.city.okayama.jp/hofuku/kaigo/kaigo_00151.html

17
様式
第7号

1 新用具の概要
(2)新用具と提
案者の関係

　新用具は、ベッド、布団、枕で構成されている寝具セットであります。
ベッドは使用した方が効果は大きいのですが使用しなくてもよし、ただし
柔らかいマットで使用すると効果は半減以下になります。二通りの使用
の方法があります。当社の責任で、台湾、中国で製品を調達していま
す。その内の、ベッドは当社で製作しています。両方にチェックを入れる
のでしょうか。

　ご質問は、輸入品と自社製品という別製品をセットで利用することを想
定されてのようですが、製造物責任法上、別々の製品ですので、別々に
分けて提案していただく必要があります。従って両方にチェックという提
出は不可となりますのでご注意ください。

　なお、ご質問の製品に関してですが、提案を検討されている製品が「要
介護者等でない者も使用する一般の生活用品としても使用されるもの」
であれば、資料2「要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でな
く、介護のために新たな価値付けを有するもの」の要件を満たさないと考
えられます。

18
様式
第7号

布団の管理方
法について

　布団は、使用すると汚れるものであります。汚れたものは、利用者負担
か、取り替えをする必要があるのかの教えを願います。布団は洗濯でき
ますが、家庭では、シーツの洗濯はできますが、布団は家庭では無理で
すので洗濯業者にお願いします。布団を洗濯に出した期間は台換えは
必要でしょうか。

　管理方法に関するご質問は、企画提案内容の一部と考えておりますの
で回答できません。

　なお、ご質問の製品に関してですが、提案を検討されている製品が「要
介護者等でない者も使用する一般の生活用品としても使用されるもの」
であれば、資料2「要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でな
く、介護のために新たな価値付けを有するもの」の要件を満たさないと考
えられます。

19
様式
第7号

1 新用具の概要
(4）ＴＡＩＳ又はＪ
ＡＮコード

　ＴＡＩＳ・ＪＡＮコードを取得していません。取得は後日でも良いでしょう
か。

　「該当なし」の記載のみで結構です。
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※提出頂いた質問書中の社名、商品名は伏せています。
番
号

区分 項目 質問 回答

20
様式
第7号

1 新用具の概要
(１2)販売・貸与
開始時期
経過年数

　経過年数は使用開始後の効果が出る年数でしょうか。
　販売開始時期、もしくは、貸与開始時期から現在までの経過年数を記
載してください。

21
様式
第7号

1 新用具の概要
(１4)耐用年数

　この耐用年数は、レンタル費用を計算する耐用年数でしょうか。 　使用上の耐用年数を記載してください。
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