
港区立がん在宅緩和ケア支援センター指定管理者公募要項等の質問に関する回答書 

№ 質疑事項 記載場所 内容 回答 

1 

 

施設 

 

公募要項 2ページ 5行目 コピー機、電話環境、インターネッ

ト環境を整備するにあたり、OAフロ

アなのか？天井にケーブル配線可

能か？壁の厚み、構造は？見積がで

きない 

・床は OAフロアではありません。 

・天井の配線は、モールでの配線は可能で

す。 

・天井・壁は RC漆喰塗りです。 

2 施設 

公募要項 2ページ 5行目 説明会にてｗｉ-ｆｉ等は管理者に

よって手配とあったが、電話の内線

は用意するとのことだったが、外線

は用意されているのか？なければ

ｗｉ-ｆｉ等のインターネット環境

への対応ができない。 

外線の電話線は設置されています。 

3 施設 

公募要項 2ページ 11行目 交流スペースで音楽療法等を実施

することも予想されるがピアノは

設置可能か？設置する場合の購入

費用等は見積で計上すべきか？ま

たは後日協議により購入を検討い

ただけるのか？ 

・交流スペースには、区が電子ピアノを設

置します。 

4 

 

施設 

 

公募要項 2ページ 13行目 講習室はセミナー等の開催が予想

されるが、プロジェクタ－はリース

物件として含めるべきか？港区で

設置を予定しているか？ 

・スクリーン等は設置しますので、プロジ

ェクターについては指定管理者が用意して

下さい。 



5 職員体制 

公募要領 4 ページ 30 行目 この項における「専門職」とは具体

的にどのよう職種を指すか 

またボランティアが従事しない場

合は配置しないことでよいか 

主に看護師等の医療職、介護福祉士等の福

祉職となりますが、必要に応じてその他専

門職を配置して下さい。ボランティアの区

民への支援や研修が目的ですので、その事

業実施に沿って必要な人員を配置して下さ

い。 

6 

オープニング

セレモニー 

公募要領 5 ページ 6 行目 オープニングセレモニーの実施に

ついて日時、プログラムなどの予定

があれば提示願いたい 

日時、プログラムは今後検討する予定です。 

7 清掃範囲 
公募要領 5 ページ  分担業

務表 

清掃の範囲について、廊下、階段等

はどのように取り扱うか 

廊下、階段等も含めて、指定管理者が行う

必要はありません。 

8 
電話、光熱水費

の契約 

公募要領 5 ページ 分担業

務表 

電話契約、光熱水費の利用契約等は

当方で行う必要があるか 

・電話契約は指定管理者が契約します。 

・光熱水費の利用契約は必要ありません。 

9 AED 設置 

公募要領 6 ページ 18 行目 AED 日常作動点検」とあるが、設

置場所及び設置者はどのようにな

るか 

設置者は港区となります。設置については、

適切な場所を選定します。 

10 電気容量 
公募要領 10 ページ 26 行目 使用可能な電気容量を提示願いた

い。 

電気容量は、電灯＝50.6ｋｗ、動力＝2.3ｋ

ｗ 



11 備品購入 

公要要領 11 ページ 22 行目 「区が必要と認めた場合に限り、区

が購入し」とあるが、購入の申請は

都度行うことができるか 

お見込のとおりです。 

12 銀行口座の開設 

公要要領 11 ページ 30 行目 当法人で現在使用している口座と

は別に開設する必要があるか 

日帰り緩和ケア事業での原材料費の実費徴

収ができますので、経費の明確な管理を考

慮して検討下さい。 

13 損害賠償保険 

公要要領 11 ページ 33 行目 保険契約及び保険料等に関する具

合的な内容及び手続方法をご提示

願いたい 

加入すべき保険の基準については、「特別区

自治体総合賠償責任保険制度」で定める額

として、指定管理者が、「施設賠償責任保険」

と「第三者賠償保険」に加入する契約を結

んでください。 

14 
複数の団体に

よる共同申請 

公募要領 13 ページ 1 行目 ・法人と株式会社との共同事業体も

可能か 

・医療者は法人が担当し、事務的要

員や清掃、警備の委託者は株式会社

といった事業分担を行ってもよい

か 

・法人と株式会社の共同事業体は、可能で

す。 

・可能です。 



15 
預金残高証明書 

 

公募要項 

 

 

14ページ 24行目 預金残高証明書の書類の正本はコ

ピーで良いのか？５月 10 日に東京

都の監査有、原本提出した場合、GW

があり銀行手配できない。 

公認会計士による財務状況分析を実施しま

すので、原本の方が望ましいです。 

16 提出書類 
公募要領 18 ページ 17 行目 副本は部単位ではなく、すべてまと

めた提出で良いか。 

副本は、部単位で作成して下さい。 

17 提出 CD-R 

公募要領 18 ページ 19 行目 ＣＤ－Ｒは、所定の様式のデータの

み入力したものを、正副作成するこ

とで良いか。 

お見込のとおりです。 

18 開設準備 

公募要領 23 ページ 17 行目 ・準備業務に関して 2 か月間の委託

契約とあるが、どのような契約内容

か 

・費用の概算が分かれば提示願いた

い 

業務の実施に必要な有資格者及び人材の確

保や、あらかじめ必要な研修、業務訓練等

の準備業務について必要な経費を見積頂

き、区の予算の範囲で委託します。 

19 

ローテーショ

ン表 

申請様式 様式 14  概ね実態として予定される内容で

良いか 

提案される実施方法に沿って作成して下さ

い。 



20 備品 

センター全

体 

  本センター施設で区が用意する椅

子、机などの備品はどのような物

で、数はどのくらいか。 

予定している各室の主な備品以下のとおり

です。品目等は目安であり今後調整します。 

・男子・女子ロッカー室＝ロッカー各４個 

・相談室 1～4＝テーブル４個、椅子 20個、

ソファー5個。 

・情報コーナー＝閲覧用テーブル 4 個、椅

子 16個 

・講習室＝テーブル 12個、椅子 36個 

・準備室＝テーブル 1個、椅子 6個。 

・倉庫・印刷室＝棚・ラック 6個 

・事務室＝机・椅子 4個、収納 4個 

・交流室＝テーブル各種 7 個、椅子・ソフ

ァー10個 

21 
飲料の自動販売

機 

センター全

体 

  本センターが設置される新郷土資

料館複合施設全体では、飲料の自動

販売機は設置されるのか。 

新郷土資料館複合施設での自動販売機の設

置は予定していません。 

22 冷暖房料金 

センター全

体 

  冷暖房代は電気代料金に含まれる

のか。 

 

冷暖房料金については、電気料金に含まれ

る想定でしたが、新郷土資料館等複合施設

では、ガスによる冷暖房となることがわか

りましたので、光熱水費は電気、上下水道

代、ガス代となります。 

なお、目安であり想定額とはなりますが、



当センターの年間の光熱水費（税込額）は

次のとおりです。 

・電気＝約 240万円 

・空調・電気＝約 51万円 

・空調・ガス＝約 290万円 

・水道＝約 45万円 

 


