
鳥取県西部犬猫センター整備運営業務への質問及び回答 
 

No. 書類名 ページ 質問内容 回答 

１ 要求水
準書 

2 2 事業の基本事項 ※1 令和４年度
の現在までの(1)収容・引取頭数、(2)
苦情・相談件数。 

※西部地区のみの、令和５年１月１３日時点 
・収容・引取頭数 
   犬 51 頭、猫 151 頭 
※犬はおもに放浪犬の抑留(飼い主がある場合が大半)、猫はおもに負傷等によるもの、
遺棄等による収容が大半を締めます。 

・苦情・相談件数 
   1,220 件 
※苦情・相談は西部犬猫センター運用開始後も、引き続き、米子保健所で対応します。
ただし、放浪犬の捕獲や猫の保護等は、県から委託事業者に対応を依頼します。 

２ 要求水
準書 

3 2(2)ア別途整備する飼い主のいない猫
への不妊去勢手術施設と連携を図る。
とありますが県が（センター以外にま
たはセンター内に）別途整備するとい
う意味でしょうか？または、既存の民
間の施設との連携を図るとの意味でし
ょうか？後者の場合、避妊去勢手術費
は選定事業者負担でしょうか？ 

・不妊去勢手術施設は、ＴＮＲを推進するため、ＴＮＲ猫専用の不妊去勢手術施設を動
物病院に別途整備していただく予定としており、その施設と連携を図っていただくも
のです。 

・不妊去勢手術の費用は県と市町村が負担（現行の猫不妊去勢手術助成事業補助金を充
当）します。 

３ 同上 3 
23 

2.(4)(ウ)及び1.(4)ア(イ）犬猫の捕
獲収容とありますが令和6年4月1日以
降は猫の捕獲も業務として行うと理解
して良いのでしょうか？ 
その場合、成猫単体等での捕獲収容業
務でしょうか？通報者等と保健所が協
議後に地域猫としての準備が整った後
のTNR業務でしょうか？または、両者
でしょうか？ 
また、TNRから外れる子猫（時期によ
り母と子供たちの同時捕獲等で月齢が
若く去勢避妊不可な個体達）はセンタ
ーで保護、飼養、譲渡と考えて良いで
しょうか？ 
また、去勢、避妊手術の費用は選定事
業者負担でしょうか？ 

・成猫・子猫を問わず猫の捕獲は業務に含み、原則、傷病した猫、遺棄された猫等を保
護対象としてとしています。 

・ＴＮＲ業務は、センターの委託業務には含んでいません。 
（県は、ＴＮＲ業務を直接行わず、市町村と経費補助をしています。） 

・捕獲対象となる犬猫は、センター運用後も米子保健所の判断において、対象を決定し
ます。 

・子猫は、傷病や親のいないもの等で、県の収容対象とした場合は保護、飼養の上、譲
渡を行います。 
（なお、親猫が面倒を見ている場合は、県の保護対象外） 

・センターに収容した猫の不妊去勢手術の経費負担は、県の負担(現在は県動物愛護セ
ンター事業としてアミティエに委託)となります。 



４ 同上 23 1.(3)ウ～に係わる業務（２時間程
度）とありますが、これは現犬管理所
での土日祝及び年末年始の委託業者の
されている業務でしょうか？ 
その場合、朝１時間夕方１時間程度と
いうことでしょうか？ 
また、閉館日は年間約120日前後の業
務回数があると思われますが、年間契
約なら年の業務委託費または１回（１
日）業務毎の契約なら１回あたりの費
用を教えてください。 
また可能であれば現在契約中の業者名
も教えてください。 

・休日業務は、現犬管理所での土日祝及び年末年始の給餌清掃業務です。 
・休日業務は、現在は午前中の２時間で実施しています。 
・休日業務の委託業者名は、非公表とさせていただきます。 
 （参考：令和３年度休日業務委託予算額：1,030 千円） 

５ 同上 24 
26 
27 
28 
29 
37 
その他 

１.（７）イ光熱水費、通信費、委託
料等は選定事業者の負担とする。 
２.（８）消耗品。 
２.（１０）イ.エ燃料費。 
３.（１）ア(ア)飼料。 
３(1)ア(オ)及び３（１）イ（オ）病
院移送交通費。 
４（４）アd.e.g.清掃備品。 
その他。 
等々とありますが、令和6年度以降セ
ンターで選定事業者が負担する各費用
（光熱水費、通信費、委託費、飼料
費、燃料費、病院代、清掃備品費等）
の中で令和３年度の犬管理所では各費
用はいくら掛かったのでしょうか？ 
（令和6年度以降の新規業務以外で移
転後に継続して掛かる各費用）教えて
ください。 

・各経費の令和３年度実績 
〇光熱水費、通信費：475,174 円 
（西部犬管理所の光熱費、通信費は、西部総合事務所東福原庁舎全体で管理してお
り、単独での実績額は算定不可のため、同規模の施設である、中部犬管理所の光
熱費の実績額を記載しています。通信費については中部犬管理所に通信設備がな
いため実績はありません。 

センターでは、中部犬管理所の実績額の２倍の額を見込んでいます。 
〇飼料費：506,120 円 
〇清掃備品費（飼養管理関係消耗品）：1,068,855 円 
※燃料費：186,577 円（現在は捕獲車両を使用しており、受託後も捕獲車両を使用す

る場合は県負担。） 
※病院代は県負担。 

 
・なお、物価高騰や県の判断により収容した動物の頭数が予定収容頭数を超過した場合

の経費負担の取扱いについては、県と選定事業者で協議の上、契約書で定める予定で
す。 

６ 同上 25 (2)業務従事者 エ 
現在の任用職員２名の勤務体制、給与
の額、賞与の額。 
新センターでの犬猫の捕獲・収容及び
飼養管理の従事者は２名の常勤職員で
賄えるとの認識ということですか？ 

・勤務体制 
   月１７日勤務（午前８時30 分から午後５時15 分まで） 

※平日、土曜、日曜及び祝祭日に時間外勤務を命ずることがあります。 
・現在の給与・賞与等の条件（予算上） 
  給与の額：3,654千円（２名分） 

手当等 ：1,458千円（２名分） 
＜参 考＞ 
報酬：日額 7,350円 ～ 8,890円 



（経験年数に応じて決定） 
 期末手当：基礎額（報酬の月額相当額）1.98月（６月期0.99月分、12月期0.99月分） 

※在職期間に応じて所定の割合を乗じた額を支給 
（例：４月１日採用の場合の割合 ６月期：100分の30 12月期：100分の
100） 

 費用弁償（通勤手当）： 
通勤距離片道２キロ以上の場合に支給。 
交通機関利用者は、定期券と回数券のうち、通勤回数に応じた安価な方の額に
より、１月当たり55,000円を限度額として支給。 
自家用車等使用者は使用距離に応じて、月額1,295円～40,557円までの範囲内
で支給。 

 手当：職務内容により、職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和28年鳥取県条例第39
号）第４条、第11条及び第16条の規定に準じた報酬を支給。 
「捕獲手当、処分手当、防疫業務手当」 
時間外勤務に従事した場合は、これに係る報酬を支給。 

・従事者数 
平日の捕獲・収容・飼養管理業務については、２名以上での体制を想定しています。  

７ 同上 25 ２.（２)エ 現在の従事者２名分の月
または年間必用費用はいくらでしょう
か？また、会計年度任用職員は基本的
に２～３年の継続契約かと思われます
が、現在の従事者以外にも登録がある
のでしょうか？ 

・現在の給与・賞与等の条件は、No.６をご確認ください。 
・会計年度任用職員の契約：単年度契約としております。 
            なお、５年間は契約の延長が可能 

・現在従事者以外の登録：なし（都度公募により募集） 

８ 同上 
 

25 ２.（４）ア.イ.ウ.エ.現在はどうさ
れているのでしょうか？所定のひな形
を紙出しで書き込んで提出及び保存で
しょうか？ 
各ひな形を電子化して書込後PDF等で
保存して鍵付きのクラウド等で県、保
健所、及びセンター職員のみで作成、
提出、保管、提示が各箇所で出来た方
が良いと思われますが、可能でしょう
か？ 

・現在は別紙１の日報を手書きで記載し、書面保存しています。 
・記載事項等、報告書のひな形及び保存方法は、受託者と協議の上で決定を予定してい
ます。 

・ひな形の電子化は可能です。なお、一般的なクラウドは、県のパソコンではネットワ
ークセキュリティー上の制限により原則アクセスできないため、方法は協議させてい
ただきます。 

９ 同上 27 ２.（１０）イ何故センターや犬管理
所に常駐車しないのでしょうか？他の
用途にも使用されるのでしょうか？ 
また、令和３年度の年間維持費用はい
くらでしょうか？ 

・犬猫の捕獲業務は、時間外、休日の対応はセンター整備後も保健所が実施を予定して
いるためです。 
なお、時間外・休日の捕獲・収容業務については、契約後、運営実績等により委託が
望ましいと判断する場合は、内容によっては県と選定事業者で協議の上、委託業務に
追加する可能性があります。 

・捕獲車両の駐車場所については、協議により変更も検討します。 



・車両維持費用の令和３年度の実績は、車両リース代 633,600 円（52,800 円／月）で
す。（別途、No.５に記載の燃料費が発生）いずれも、県が負担します。 
 

１０ 同上 27 運営に係る業務 ア(ア)給餌業務 
飼料が選定事業者の費用負担の理由、
委託費に含まれない根拠となるもの。 
飼料の業者負担は、いつからですか？
令和５年度５月１日から？ 
現在の飼料の種類(商品名、又は価格
帯)、及び給餌回数/日、与えた量は？ 
Ｒ3年度、及び今年度の現在までの飼
料として計上された金額は？ 

・委託料に含みます。（委託事業として、必要な経費として含んで積算しています） 
・飼料の事業者負担は、西部犬猫センター運用開始後（令和６年４月以降）を予定しま
す。 

・現在、米子保健所で使用している飼料は、下記のとおりです。 
【犬】 
〇ペディグリーミキサー（成犬、シニア） 
〇グラン・デリ（シニア） 
〇ペディグリー缶詰（成犬、シニア） 

【猫】 
〇ビュ－ティ－プロ（成猫、子猫） 
〇AｌｌＷｅｌｌ（子猫） 
〇アイムス（子猫） 
〇カルカン パウチ（成猫、子猫） 

・給餌回数は、１日２回を原則としておりますが、個体の月齢等の条件に応じて回数を
変更しており、量については個体差があるため、商品に記載された適正量を給餌して
います。 

・令和３年度実績：506,120 円 
令和４年度実績（12 月末まで）：682,394 円 
（令和元年 384,207 円、令和２年 390,329 円） 

１１ 同上 27 ３.(１)ア（ア）令和3年度の飼料費の
総額はいくらでしょうか？ 

・No.１０をご確認ください。 

１２ 同上 28 ３.(1)ア（オ）の治療費及び交通費も
選定事業者負担でしょうか？令和３年
度の48回の治療等の費用の総額はいく
らでしょうか？また、48回に猫の避妊
去勢の手術は含まれるのでしょうか？ 

・治療費は県が負担します。また、交通費は、捕獲車両を使用する場合にその燃料費を
県が負担します。 

・令和３年度の治療費は、209,803 円ですが、治療は動物病院または保健所獣医等が行
い、治療費用は全て県の負担となります。 

・猫の不妊去勢手術は、48 回の治療等の中に含まれます。ただし、上記１のとおり、Ｔ
ＮＲではなく、譲渡対象の犬猫を対象としています。 



１３ 同上 28 ３.(1)ア（カ）～死体を収容した場合
とありますが、センターや現犬管理所
の業務に死体の収容があるのでしょう
か？それはどの様な場合でしょうか？
また、令和3年度の3回の火葬費用と個
体総数を教えてください。また、火葬
費用も選定事業者負担でしょうか？ 

・死体の収容業務は、道路管理者等から、飼い犬猫と見込まれる死体につい保健所に連
絡があり、県で告示（飼い主探し）を行っているため、保健所が収容を行っています
ので、その業務を委託するものです。 

・令和３年度の火葬頭数は 43 頭（犬３頭、猫 40 頭）、費用実績は、94,400 円です。火
葬費用は、委託料に含み事業者負担です。 

１４ 同上 28、29 (ｶ)収容動物死体の保管及び焼却 
現状の西部での死体の処理においての
処理場所、処理方法、工程について教
えてください。 
 収容中に死亡… 
 殺処分のとき… 

・収容中の死亡及び殺処分のいずれの場合も、死体は犬管理所内の冷凍庫に安置及び保
管して、ある程度まとまった後、民間動物霊園に火葬を委託しています。 

＜処理の流れ＞ 
（１）収容中の死亡・殺処分の場合 
 （①殺処分）→②死亡確認→③冷凍庫に入れて安置・保管→④火葬場へ運搬→⑤火葬 

（①、②は保健所、③、④は犬猫センター運営事業者、⑤は火葬業者が実施、 
⑤の委託先は犬猫センター運営事業者が選定） 

（２）施設外での死体の収容の場合 
  ①外部からの通報受理→②死体収容・死体受取の指示→③死体収容・受取→ 

④冷凍庫に入れて保管→⑤火葬場へ運搬→⑥火葬 
（①、②は保健所、③、④、⑤は犬猫センター運営事業者、⑥は火葬業者が実施、 
⑥の委託先は犬猫センター運営事業者が選定） 

※殺処分は、西部犬猫センター運用開始後も、引き続き、米子保健所で対応します。 

１５ 同上 28 ３.（１）イ（ア）c..d.これは日報に
記録でしょうか？その場合質問５の様
に対応可能でしょうか？ 

・現在は、犬管理所内のホワイトボードに記載して管理しております。 
・センター運営後の日報等への記録及びその共有方法は、協議の上、決定を予定してい
ます。 

１６ 同上 28 イ(ｳ)Ｃ 
「屋外広場」とは屋外施設の中の屋外
広場として予定されている 400 ㎡の場
所ですか？ 
そこを、ドッグランとして整備し使用
してもよいということでしょうか？ 
内休憩スペース（100 ㎡は必須？） 

・「屋外広場」は、ご質問いただいた場所です。 
・ドッグラン整備の提案は可能です。ただし、委託期間終了後の現状復旧は必要となり
ます。 

・休憩スペースは、面積・形状は問いませんが、設置は必須です。 
 

１７ 同上 
 

29 ウ 傷病の診断、簡易治療、処方 ・傷病の診断、簡易治療、処方は、西部犬猫センター運用開始後も、引き続き、米子保
健所で対応を行います。 



 簡易治療と処方について、例として
具体的な傷病に対しての簡易治療と処
方の内容を犬猫と分けて教えてくださ
い。５例以上を希望します。 

・傷病動物を犬管理所に収容する場合は、ノミや寄生虫等の駆除措置を行い、その後必
要に応じて個体の状態に対応した治療（処方）を行う。 
（眼病に対しては抗生物質等の点眼、切創に対しては患部洗浄・抗生物質等の塗布な
ど） 

※一般的な処置について、犬猫共通のため、まとめて回答いたします。  

１８ 同上 29 ３（１）ウ収容動物の傷病の診断、簡
易治療、処方とありますが、これらは
収容時及び収容期間中の保健所の獣医
師による業務と思われます。その場
合、全個体（特に猫）に血液検査（ウ
イルス検査等）は含まれますか？ま
た、子猫収容時に０～６月齢の子供へ
のワクチン接種は含まれますか？含ま
れる場合（子犬等への狂犬病以外）最
大何回でしょうか？又、収容時及び収
容期間中に感染症の確定や疑いがある
個体を隔離室や猫飼養室内に移動した
後の処方はどの程度まで対応可能でし
ょうか？（特に猫のFIPを除きパル
ボ、白血など）また、それらの費用負
担は選定業者でしょうか？ 

・血液検査の有無：必要に応じて実施しており、費用は県が負担します。 
・子猫ワクチン接種の有無・回数：年１回（ワクチンは、狂犬病予防ワクチン、犬猫用
混合ワクチンを実施） 

・パルボ、白血病等で有症状の場合は、隔離の上、民間動物病院に受診し、診断に基づ
く対応を行います。 

・白血病などが無症状で判明した場合は、消毒・清掃等を行った上で現在は可能な限り
隔離しており、センター開所後は、隔離室での飼養を予定しております。 

・治療費用は、県が負担します。 

１９ 同上 30 ３（２）ア（ア）令和３年度の重複を
含む総出動回数は何回でしょうか？ま
た、何名での業務でしょうか？２名の
場合は捕獲業務中の犬管理所は閉めて
いたのでしょうか？ 
また、収容可能数が上限を超えている
場合はどうするのでしょうか？ 

・総出動回数：147 日（要求水準書の 164 日は、捕獲・保護以外の病院通院を含んだ回
数のため、修正します。また、この回数は１日に複数の場所を回った場
合も１日と積算しております） 

（内訳） 
犬の捕獲：101 日（No.２０のとおり、パトロールを含む） 
傷病猫等の保護：46 日 

・業務人数：現在は、原則２名体制 
・捕獲業務中の犬管理所：閉鎖しております。 
（収容可能数を超えた場合） 
・受託事業者で設定いただく収容頭数を超えた場合、隔離室、研修室等の臨時収容も含
めた収容を検討します。（詳細な設計は受託事業者提案による） 

・また、県動物愛護センター（アミティア）への譲渡や県譲渡登録ボランティアに譲渡
の協力を依頼し、可能な限り収容頭数の削減を進めます。 

・その上で、やむを得ず臨時収容能力を超えて収容しないといけない場合は、県におい
て殺処分の検討を行う場合もあります。なお、その判断はセンター運用後も、引き続
き、保健所において行います。 



２０ 同上 30 ３（２）ア（エ）令和３年度の実績は
ありますか？ある場合は計何か所で何
回でしょうか？ 
また何回でしょうか務になりますか？ 
２名の場合は捕獲業務中の犬管理所は
閉めていたのでしょうか？ 
令和６年度以降の新業務の場合で、収
容可能数を超えた場合はどうするので
しょうか？ 

・令和３年度のパトロール実績：101 日 
（ただし、通報を受けた捕獲と同時に実施している場合も含む） 

 また、場所は野犬を捕獲するための箇所は 10 か所程度ですが、飼い犬が疑われる犬
の目撃を受けたパトロール場所は随時増減しております。 

・パトロールの人員体制：現在は、原則２名体制 
・パトロール中の犬管理所：閉鎖しております。 
（収容可能数を超えた場合） 
・受託事業者で設定いただく収容頭数を超えた場合は、隔離室、研修室等の臨時収容も
含めた収容を検討する。（詳細な設計は受託事業者提案による） 

・また、県動物愛護センター（アミティア）への譲渡や県譲渡登録ボランティアに譲渡
の協力を依頼し、可能な限り収容頭数の削減を進めます。 

・その上で、やむを得ず臨時収容能力を超えて収容しないといけない場合は、県におい
て殺処分の検討を行う場合もあります。なお、その判断はセンター運用後も、引き続
き、保健所において行います。 

２１ 同上 30 ３（２）イ（ウ）資料５の各備品のサ
イズや写真はありますか？また、何処
に保管されていますか？令和6年度以
降はセンターに保管することは可能で
すか？ 

・サイズ・写真：別紙２をご確認ください。 
・現在の保管場所・西部犬管理所（一部、捕獲車両や西部総合事務所仮犬舎内にも保
管） 

・令和６年度以降は、センターで保管が可能です。 

２２ 同上 32 ３（３）アc.県に支援を求めた場合
は、およそ何台位可能でしょうか 

・現時点で県が確保している駐車場はないため、具体的な台数はご提示ができません。
（周辺の行政施設の駐車場の調整の支援を想定しております） 

２３ 同上 34 ３（４）イ（オ）a.概ね１カ月間が所
謂トライアル期間（本譲渡可能確定判
断までのお試し期間）として、理解す
れば良いでしょうか？ 

・トライアル期間での確認ではなく、本譲渡後１カ月後の、飼養管理状況の確認を考え
ています。 

２４ 同上 39 ６令和５年度中の業務 
令和５年５月１日からの業務体制（平
日２日間）は話し合いにより調整・変
更は可能ですか？ 
又、５月１日の開始日の変更は可能で
すか？ 

・話合いにより、必要に応じて変更は可能です。 
 
＜参考＞ 
〇西部犬管理所における平日２日間の業務は、県職員１名以上が西部犬管理所で業務
を行う予定なので、委託事業者は１名以上で連携して業務を行っていただく予定で
す。 

〇休日は捕獲・収容業務は行わず、飼養管理についても給餌及び清掃のみを必須とし
ています。なお、時間外・休日の捕獲・収容業務については、契約後、運営実績等に
より委託が望ましいと判断する場合は、内容によっては県と選定事業者で協議の上、
委託業務に追加する可能性があります。 
 
〇休日を含む飼養管理については、別途、ボランティアを募集し、飼養管理等に協力
いただくことを予定しています。 



２５ 調達公
告 

２ 共同企業体の代表者は運営業務を行う
ものとありますが企業体の出資比率は
代表者が最大でないといけませんでし
ょうか？ 
又、各構成員の最低出資比率の規定は
ございますでしょうか？ 

・出資割合が最大でなくとも、代表者となることは可能です。 
（代表者の要件に出資額の要件は定めていません） 
 
・各構成員の最低出資比率の規定はなく、代表以外の事業者の出資割合が大きくても問題
ありません。 

２６ 入札説
明書 

7 13(2) 契約保証金 
契約保証金の全部または、一部が免除
された場合には担保の提供も免除にな
りますか？ 

・契約保証金の全部又は一部が免除された場合には、担保の提供の免除も含まれます。 
 
＜契約保証金免除規定（鳥取県会計規則第１１２条第４項）＞ 

４ 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部

を納めさせないことができる。 

(１)契約の相手方が保険会社との間で鳥取県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した

とき。 

(２)契約権者が契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算

及び会計令（昭和22年勅令第165号）第100条の３第２号の規定により財務大臣が指定する金

融機関との間で工事履行保証契約を締結したとき。 

(３)契約の相手方が国、他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体であるとき。 

(４)予算決算及び会計令第72条第１項若しくは第95条第１項の規定により定められた資格を

有する者又は令第167条の５第１項若しくは第167条の11第２項の規定により定められた資

格（これらの規定により他の地方公共団体の長が定めた資格を含む。）を有する者と契約を

締結する場合において、その者が国、地方公共団体その他の法人と同種で同程度の規模であ

ると認められる契約を締結し、過去２年間にこれを誠実に履行したと認められ、かつ、当該

締結する契約を履行しないおそれがないと認められるとき。 

(５)法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。 

(６)物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。 

(７)指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が250万円を超

えない額であり、かつ、契約の相手方が契約の履行をしないおそれがないと認められると

き。 

(８)その他契約の性質上契約保証金を納付させることにより、契約の締結が不利又は困難に

なると認められるとき。 

２７ 入札説
明書 

８ 契約は設計・建設・監理・運営は随
時、企業体との契約との見解でよろし
いでしょうか？ 

・応募いただく共同事業体とは、基本協定を締結します。 
その上で、設計、建設、工事監理、運営について、それぞれ随時契約を締結します。 

２８ 入札説
明書 

 設計・工事・監理の支払いは各業務完
了後に支払いでしょうか？（前払い金
の有無） 
又、運営業務の支払いに関してはどの
ようになりますでしょうか？（運営業
務開始時か各年度の終わりか） 

・各業務の支払い時期・方法（前金払い）は、事業者と協議の上、契約書で規定を予定
しています。 



２９ 参加表
明書 

１ 設計・工事監理業務を行う者（管理技
術者）・工事施工業務を行う者（監理
技術者）はコリンズ・テクリス登録の
必要がありますか？ 
又、建設工事完了後にそれぞれの技術
者は他工事への入札参加は可能でしょ
うか？ 

・コリンズ・テクリス登録の必要はありません。 
・建設工事完了後の技術者の他工事への入札参加は可能です。 

３０ 参加表
明書 

１ 設計・工事監理業務を行う者（管理技
術者）・工事施工業務を行う者（監理
技術者）は県工事の実績となりますで
しょうか。 

・県工事の実績とは取り扱わない予定です。 

３１ 共同企
業体協
定書 

１ 共同企業体の出資比率は実際の業務と
同じでないといけないとかの規定はご
ざいますでしょうか？ 

・規定はございません。 

３２ その他  新聞発表の新センターの年間維持費が
1000 万円～1200 万円とありました
が、これには飼料代金は入っていない
ということですか？ 
又、人員は最低二人以上となっていま
すが、委託金に含まれる人件費は二人
が基準でしょうか？ 

・飼料代を含んだ委託料の金額となります。 
・委託料のうち人件費は、飼養管理及び動物愛護普及啓発等の運営事業全体で３人役を
基準として、積算しています。 
なお、契約後、動物愛護を取り巻く社会情勢の変化や運営実績等を受けてセンター

業務を変更する場合は、内容によっては県と選定事業者で協議の上、委託業務に追加
する可能性があります。 

３３ その他  近年、建設資材に限らず消耗品に至る
まで全体に価格が上昇しております。
物価スライド等の措置はありますでし
ょうか？（建設工事・運営業務共） 
出来れば具体的に教示願います。 

・物価高騰の経費負担の取扱いについては、県と選定事業者で協議の上、契約書に定め
る予定です。 

 


