
 1 / 4 

岡山市保育事務センター運営業務委託企画競争に係る質問及び回答 

令和３年６月２２日掲載 

項番 質問項目 質問内容 回答 

1 その他  現在の従事者の人数をお教え下さい。  項番 9 回答のとおり。 

2 その他 
 現在の繁忙時期の増員人数をお教え

下さい。 
 項番 9 回答のとおり。 

3 その他  前回の落札金額をお教え下さい。 

 現行の保育事務センター運営業務委

託に係る落札金額は、以下のとおりで

す。 

①平成３０年１０月１日から令和３年

９月３０日まで 

  ８８，８３５，０００円（税抜） 

②令和元年７月２５日から令和３年９

月３０日まで【無償化対応】 

  ５７，８６０，０００円（税抜） 
 

4 その他 
 現在の従事者の雇用形態をお教え下

さい。（フル○名、パート○名） 

 雇用形態については、市が関与してい

ないため、お答えできません。 

5 その他 

 現在の従事者のシフトをお教え下さ

い。 

（例・8：30～13：00 まで○人、13：00

～17：15 まで○人等） 

 従事者のシフトについては、市が関与

していないため、お答えできません。 

6 
仕様書別紙４ 

レイアウト 

 レイアウト点線部分の机・椅子の最大

必要数はいくつかお教え下さい。 

 仕様書別紙４のレイアウトをそのま

ま採用する場合、受託者は、スタッフ常

駐スペースにおいて、長机を６本、いす

を１２脚用意する必要があります。 

7 
仕様書別紙３ 

業務量試算表 

 業務量試算表に年間想定件数及び年

間想定工数の記載がございますが、こち

らはどのような試算根拠（業者からの聞

き取り、職員からの聞き取り）になって

いますでしょうか。弊社で受託している

他の自治体と比較した際に大幅に工数

が少なく見積もられている業務が複数

あるため、ご確認させていただきまし

た。 

 業務量については、令和２年度の実績

件数及び職員からの聞き取りに基づい

て試算しています。 

8 
仕様書別紙１ 

委託業務詳細 

 業務工数の把握のため、業務フローの

開示はできますでしょうか。 

 別添のとおり、「岡山市保育事務セン

ター運営業務フロー」を公表します。 
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項番 質問項目 質問内容 回答 

9 その他 

 現行の運営体制（月ごと・業務ごとの

人数（管理者数・オペレーター数））をご

教示ください。 

 令和２年度の各月１日の運営体制は、

下表のとおりです。 

４月 22 名  10 月 24 名 

５月 22 名  11 月 34 名 

６月 22 名  12 月 35 名 

７月 21 名  １月 25 名 

８月 20 名  ２月 24 名 

９月 20 名  ３月 21 名 

 なお、交代要員も含み、今回の業務委

託の内容にないコールセンター業務な

どが含まれています。 

 また、業務ごとの人数については、業

務を兼務している者もいるため、分ける

ことはできません。 

10 その他 

 貴市独自で、工数を削減させるために

取り組み（ＲＰＡの導入等）はされてい

ますでしょうか。 

 保育事務センター運営業務において、

ＲＰＡは導入していません。 

 なお、このたびの企画競争に係る仕様

書(案)においては、業務の効率化と精度

の向上を図るため、一部の業務について

実施手順を見直すことにより、委託業務

の工数を減らしています。 

11 その他 
 今回の入札も不調になった場合、予算

額の見直しはありますでしょうか。 
 未定です。 

12 

仕様書(案) 

８ 委託業務量に

ついて 

 「各業務の件数は、実績を基に業務量

（見込み）を算出しているため、件数は

増減する場合があるが、件数が大幅に乖

離していない限り、委託料額の変更は行

わない。」と記載がありますが、大幅と

は、具体的にどの程度の割合を想定され

ているでしょうか。 

 大幅な乖離に当たるかどうかは、業務

量全体への影響を勘案し、受託者との協

議によって決定することになります。 

13 

仕様書(案) 

１５ 事務センター

及び電算システム

等（１）② 

 「ただし、甲が必要と認める業務時間

を除き、午後１０時から翌日午前８時ま

での間に乙が事務センターの空調機器

を使用した場合に生じる電気料金につ

いては、乙が負担すること。」と記載があ

りますが、現実的に午後１０時までに対

応が困難と判断した場合は、甲が必要と

認める場合に該当される認識でよろし

いでしょうか。 

 委託業務の実施にあたり、受託者の責

に帰することのできない事由により、午

後１０時までの対応が困難となった場

合は、午後１０時から翌日午前８時まで

の時間についても、本市が必要と認める

業務時間に該当します。 
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項番 質問項目 質問内容 回答 

14 

仕様書別紙１ 3頁 

２ 各委託業務の詳

細（１）①ア（ウ） 

 「午前中に受付した書類については当

日中、午後に受付した書類については、

内容を確認し、急ぐ内容であれば当日

中、急がない内容については、翌日中ま

でに入力等の処理を行い、甲に引き継ぐ

こと。」と記載がありますが、午前中及び

午後の受付時間をご教授ください。 

 午前中の受付時間は、８時３０分から

正午まで、午後の受付時間は、正午から

午後５時１５分までです。 

 なお、急ぐ内容かどうか確認が必要な

主な時期は、毎月、以下の日になります。 

① 
月２回のシステム処理日（８日、

２０日ごろ）の前日 

② 月末日 

 業務時間は原則午後５時までとして

いるところですが、上記①及び②の日に

ついては、午後５時を越えて対応してい

ただくことになります。 

15 

仕様書別紙１ 3頁 

２ 各委託業務の詳

細（１）①ア（ウ） 

 「午前中に受付した書類については当

日中、午後に受付した書類については、

内容を確認し、急ぐ内容であれば当日

中、急がない内容については、翌日中ま

でに入力等の処理を行い、甲に引き継ぐ

こと。」と記載がありますが、急ぐ・急が

ない内容の判断基準をご提示いただき

たいです。 

 項番14回答の①及び②の日について、

それぞれ以下の場合には、急ぐ内容に該

当します。 

① 

●当月又は翌月の給付認定期間が

変更になる場合 

●住所氏名が変更になる場合 

② ●保育利用時間が変更になる場合 
 

16 

仕様書別紙１ 5頁 

２ 各委託業務の詳

細（１）③ア（ア） 

 臨時窓口の開場準備について、窓口の

数や設置の仕方等は、開設準備前に協議

の上決定する認識でよろしいでしょう

か。 

 お見込みのとおりです。 

17 

仕様書別紙１ 全般 

各種様式の見直し、

レイアウトの変更

等 

 各種様式の見直しやレイアウトの変

更等については、業務実施計画書作成時

点で協議することは可能でしょうか。 

 委託業務実施にあたっての改善策に

ついては、年間作業計画書の作成時点に

限らず、随時、受託者から提案していた

だくことが可能です。 

 ご提案いただいた改善策については、

本市内部での検討（関係部署との調整を

含む。）と、受託者との協議をふまえ、適

用可否を決定することになります。 

18 

仕様書別紙１ 全般 

各種業務実施スケ

ジュール 

 各種業務実施スケジュールは、業務実

施計画書作成時点で見直しの協議をす

ることは可能でしょうか。 

 また、見直ししたスケジュールについ

て、関係各部署へ説明を行うことが可能

でしょうか。 

 項番 17 回答のとおり。 
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項番 質問項目 質問内容 回答 

19 

仕様書別紙１ 全般 

電算システムへの

改善要望 

 本業務の運用上、電算システムへの改

善要望が生じた場合はシステムの改善

を検討いただくことが可能でしょうか。 

 改善が困難な場合は、業務内容の見直

しを協議させていただくことは可能で

しょうか。 

 電算システムの改善要望については、

受託者から詳細を聴取の上、改善の要否

を検討することとなります。システムの

都合上、改善(改修･カスタマイズ等)が

困難な場合は、受託者から、業務フロー

の見直し等改善策の提案等あれば、必要

に応じ協議･検討いたします。 

20 仕様書別紙１ 全般 

 委託業務の詳細は、業務実績を踏まえ

て、年度単位で見直しの協議を行うこと

が可能でしょうか。 

 受託者から、業務実績を踏まえ、作業

手順や業務フロー等の詳細について、年

度単位で改善策の提案等あれば、必要に

応じ協議･検討いたします。 

21 
仕様書別紙５ 

貸与機器 

 貸与機器一覧について、業務上、記載

数量以上が必要な場合は、追加いただく

ことが可能でしょうか。 

 また、貸与機器一覧に記載がない機器

等について、必要な機器が生じた場合

は、貸与いただく、または、弊社が設置

することが可能でしょうか。 

 例） 

 ・ファイルサーバ等のデータ保管領域 

 ・持ち込み機器（サーバ、クライアン

ト等）   など 

 原則として、貸与機器等一覧に記載し

た数量以上の機器等や、記載のない機器

等を貸与する予定はありません。ただ

し、業務系端末の繁忙期における増設台

数については、受託者と協議のうえで決

定します。 

 また、委託業務の遂行に必要となる機

器であっても、貸与機器以外の機器につ

いては、受託者の負担で用意していただ

くことになります。 

 なお、受託者の持ち込み機器を本市ネ

ットワーク回線へ接続する場合は、別

途、本市情報セキュリティ担当課との協

議が必要であり、本市セキュリティポリ

シー上、受託者の想定する環境が導入で

きない可能性もあります。受託者の持ち

込み機器を本市ネットワーク回線に接

続することを前提とした提案とならな

いようご留意ください。 

 

 


