新市立島田市民病院建設基本設計業務委託公募型プロポーザル質問回答書
28. 1.8
番

号

１

２

３

４

５

６

表 題

質

問

公的医療機関の指定目的、業務内容
をふまえ、地域医療支援病院とされ
実施要領
ている病院、教育病院としての大学
5応募者の条件（1）
病院を、実績内容を説明する資料を
添付した上で1次審査の対象として
いただけないでしょうか。
入札参加資格者名簿は営業所等に
実施要領
て登録していますが、参加表明書の
4 応募資格（2）
提出者は本社としても宜しいで
しょうか。
「…3 件以上受託しかつ履行した実
実施要領
績…」とありますが、
「履行した」と
5 応募者の条件（1）
は当該業務を完了していることと
判断して宜しいでしょうか。
実施要領
提出書類 1 部は、クリップ等で留め
8 手続等に関する事項（3） ること、として宜しいでしょうか。
様式 1 下部の「（担当者）
」と様式 2
中段の「本件の総括担当者」は同一
様式 1 及び様式 2
の担当者と捉えて宜しいでしょう
か。
本様式は A４用紙 2 枚以内とありま
すが、書式をみると担当者１人あた
様式 5-3
り 1 枚で、担当者 2 人を上限とする
と判断して宜しいでしょうか。

７

様式 5-3

８

様式 5-4

９

様式 5-3

１０

様式 5-3

回

答

応募者の条件は「実施要領 5（1）」
に示す範囲とします。

お見込みのとおりです。

お見込みのとおりです。

クリップ等で留めてください。

同一の担当者としてください。

追加提案における担当者の人数制
限はありません。１人の提案につ
き、A4 用紙２枚以内で記載して
ください。
可能です。協力事務所からの担当者
本様式に記載の担当者が、複数の提
の場合は、所属する企業名・担当業
案チームの追加担当となることは
務の実績等も併せて記載してくだ
可能でしょうか。
さい。
本様式は A4 用紙 2 枚以内とありま 実施要領５の応募条件（1）の該当実
すが、書式をみると事例 1 件あたり 績の中で、最もローコストかつ高品
1 枚で、事例 2 件を上限とすると 質が図れた事例１件を A４用紙２枚
判断して宜しいでしょうか。
以内にて記載してください。
本様式には、氏名、年齢の記載が求
められていますが、所属する企業
記載してください。
名・実績についての記載は必要で
しょうか。
評価対象項目であるため、実施要領
基本設計契約後に、本様式に記載し
14（８）、
（10）と同様の扱いとしま
た追加担当者が参画できなくなっ
す。また、契約後は業務委託契約約
た場合には、何らかのペナルティ等
款に基づき、契約の解除などの措置
は生じるでしょうか。
がとられる場合があります。
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１１

実施要領５
応募者の条件（1）

１２

様式 5-3、5-4

一般病床が 300 床以上の病院の、
新築又は改築（一部を除く）とあり
ますが、改築の部分が全体の過半で お見込みのとおりです。
一般病床が 300 床以上含んでいれ
ば宜しいでしょうか。
本様式に求められている内容を記
載するうえで、内容を分りやすくま 罫線等の組換えを行っても構いま
とめるために、罫線等の組換えを行 せん。
うことは構わないでしょうか。

１３

新市立島田市民病院基本
設計業務委託特記仕様書
Ⅱ【4】設計の進め方 19

別 途 発注 予定 の 開発 行為 関 連業
務、地質調査業務、発注者支援業務
の実施開始時期は基本設計業務と
同時期に開始されると考えて宜し
いでしょうか。

１４

新市立島田市民病院基本
設計業務委託特記仕様書
Ⅱ【4】設計の進め方 19

発注者支援業務の業務内容につい
て差し支えない範囲でご教示願い
ます。
（例：医療情報システム発注支
援業務、医療機器発注支援業務等）

お見込みの内容を含め開院に向け
た支援業務を予定しています。
その他 CM 業務についても導入する
予定です。

新市立島田市民病院基本
設計業務委託特記仕様書
Ⅱ【5】3 成果物 (1)ク資
料

基本設計成果物に負荷計算書・ラン
ニングコスト計算書が含まれてお
ります。通常実施設計レベルの図面
及び検討が必要と思われますが、
実施設計時の提出としてよろしい
でしょうか。

最終の計算書は実施設計時となり
ますが、特記仕様書に掲げる成果物
を基に可能な範囲で計算書を提出
してください。

１５

１６

新市立島田市民病院基本
設計業務委託特記仕様書
Ⅱ【5】3 成果物 (3)留意
事項

１７

様式３、
基本・実施設計期間に
ついて

１８

様式４、
※部について

それぞれ平成 28 年度当初予算に
計上（2 月議会上程）を予定して
います。
新年度当初（4 月）の発注を見込ん
でいます。

本業務では基本設計時でも可能な
範囲で精度の高い工事費概算書の
（ｲ）(ｳ)の積算の留意事項ですが、
作成を求めています。基本設計段階
基本設計時は概算なので、実施設計
における工事費概算書の精度を高
時の留意事項と考えてよろしいで
めるための留意事項とご理解くだ
しょうか。
さい。
No.15 の回答も参照してください。
基本・実施設計期間に「（いずれか
に○）
」と記載されてますが、実施要
お見込みのとおりです。
領５.応募者の条件では「設計業務
様式３の（基本・実施）部分は
とは、基本設計及び実施設計までの
両方に○印を記入し、基本設計及び
業務」と記載されております。様式
実施設計までの業務を履行した
３の基本・実施設計期間「
（いずれか
実績を記載してください。
に○）」は削除と考えて宜しいで
しょうか。
「管理技術者の実績として代表
する５件（実施要領５応募者の条
件（１）の実績を含み」とありま
お見込みのとおりです。
すが、応募者の条件（１）の実績
は、最低１件以上含むものと考え
て宜しいでしょうか。

2

１９

様式 5-3、
※部について

担当チームの追加提案は、Ａ４用
紙２枚以内とありますが、人数の制
No.6 の回答を参照してください。
限（例えば、Ａ４用紙１枚に１人な
ど）は御座いますでしょうか。

２０

様式 5-4、
※部について

ローコスト・高品質事例は、Ａ４用
紙２枚以内とありますが、件数の制 No.8 の回答を参照してください。
限（例えば、Ａ４用紙１枚に１件な 記載事例は１件で結構です。
ど）は御座いますでしょうか。

２１

プロポ実施要項６-(5)
「二次審査にて・・・特定
する」について

二次審査も評価点による採点方式
と思われますが、審査員全員の総合
点（平均点）で決めるものと判断し 審査委員（各委員 1 票）の得票数に
て宜しいでしょうか。
よる選定を行います。
選定方法について再確認をお願い
致します。

２２

プロポ実施要項 9-(2)イ
二次審査について

見積金額は評価対象外と考えて宜
しいでしょうか。

２３

プロポ実施要項 14-(15)
地元業者の活用について

地元配慮の提案については、審査
評価の対象となるのでしょうか。

評価項目について

一次審査に関わる項目ごとの配点
基準（満点の基準等）をご教示くだ
さい。
また、一次の点数は二次審査に加
算されて 200 点満点とするものと
判断するのでしょうか。

２４

２５

評価項目について

２６

評価項目について

２７

評価項目について

２８

２９

参 加 事務 所の 一 級建 築士 数 です
が、ある人数をクリアーすれば満点
を取れるものと解釈したいのです
が、その配点基準をご教示くださ
い。
専門技術者の資格基準ですが、参
加条件の資格があれば満点となる
ものと判断して宜しいでしょうか。
管理技術者の実績表は５件記入で
きる書式となっていますが、５件で
満点となるものと判断して宜しい
でしょうか。

評価項目について

主任技術者の実績点及び経験年数
の配点ですが、意匠・他全員それぞ
れの配点をご教授願います。

評価項目について

各 技 術者 の経 験 年数 があ り ます
が、何年以上の経験があれば満点取
れることになるのでしょうか。
ご教授願います。
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お見込みのとおりです。
今後の業務における留意事項であ
り、一次審査における評価の対象と
はしていません。
公表は評価項目・評価の着眼点・判
断基準・評価点までとし、満点の基
準等、配点基準については非公表と
します。
また、二次審査は二次審査評価項目
で審査し、一次審査の点数は加算し
ません。
正社員の一級建築士の実数を提示
してください。配点基準は非公表と
します。

満点となる基準等、配点基準は
非公表とします。

評価項目について

追加提案を評価で、
「担当チームに
要求事項以上の提案がある場合に
加点」とありますが、チーム編成の
提案でしょうか、それとも追加人員
の資格及び経験等を評価するので
しょうか。
この提案については、協力事務所
を導入しても宜しいでしょうか。
また、この項目の加点分を入れて
100 点満点になっていますが、いか
がでしょうか。

３１

評価項目について

ロ ー コス ト事 例 評価 にお い て、
各社の「ローコストかつ高品質」の
「ローコストかつ高品質な事例」と
考え方により、実績事例として提示
ありますが、どのように実証すれば
してください。
宜しいか、ご教授願います。

３２

評価項目について

社名を伏せた形で点数を公表する
ことをお願い致します。

プ ロ ポ ー ザ ル 実 施 要 領 12 の
「結果の公表」の範囲とします。

様式３、４、５について

大学病院は公的医療機関と考えて
よろしいでしょうか。

「実施要領 5（1）
」に示す範囲とし、
都道府県、市町村が開設する病院
（県立大学附属病院、府立大学附属
病院、市立大学附属病院など）は
対象となります。医療法第 31 条及
び昭和 26 年厚生省告示第 167 号を
参照してください。

様式３
事務所の業務実績に
ついて

実施要領５応募者の条件で「なお、
設計業務とは、基本設計及び実施設
計までの業務をいう。」と書かれて
おりますが、様式３事務所の業務実
績では「基本・実施設計期間（いず
れかを○）
」と書かれております。
基本か実施、どちらかの設計をし
ていれば記入してもよろしいので
しょうか。
また、基本と実施の両方を設計して
いる場合は、どのように記入すれば
よろしいでしょうか。

基本設計の業務範囲

道路の付け替え、水路の付け替え
に係る現状調査、近隣調整、施設設
計の業務は別途と考えてよろしい
ですか。

３０

３３

３４

３５

4

担当チームへの追加人員の提案と
ご理解ください。協力事務所を導入
しても構いませんが、その場合、所
属する企業名・担当業務の実績等も
併せて記載してください。
「評価項目一覧表（一次審査用）」に
示した配点での評価とします。

基本設計及び実施設計までの業務
としてください。
従いまして様式 3 は（基本・実施）
の両方に○印を記入してください。
併せて No.17 の回答を参照して
ください。

お見込みのとおりです。
ただし、関連業務として連携を図っ
てください。

３６

担当チームの追加提案については
追加人員の提案を評価するもので
脚注に「A4 用紙 2 枚以内」とあり
す。追加提案における担当者の人数
様式 5-3
ますが、追加提案業務は 2 件に限る
制限はありません。なお、１人につ
（実施要領 ８（３）関係） と考えてよろしいですか。或いは
いて複数の追加提案を記載して
担当チームの追加提案
1 枚に複数の追加提案も可能と考え
いただいても構いません。ただし、
てよろしいですか。
１人の提案につき、A4 用紙２枚
以内で記載してください。

３７

脚注に「A4 用紙 2 枚以内」とあり
様式 5-4
ますが、提案事例は 2 件に限ると
（実施要領 ８（３）関係） 考えてよろしいですか。或いは 1 枚 No.8 の回答を参照してください。
ローコスト・高品質事例
に複数事例の記載も可能と考えて
よろしいですか。

３８

３９

特記仕様書 P2
【4】設計の進め方・19

的確な追加提案を行うことを目的
として伺います。
『別途発注予定である（中略）発注
者支援業務等の業務受託者と連携
を図ること。』とありますが、発注者
支援業務の主な業務内容をご教示
ください。

応募者の設計実績
実施要領 P2
５応募者の条件

公 的 医療 機関 の 設計 実績 に おい
て、独立した２つの公的医療機関
が、１つの建物に合築された事例 それぞれの病院が単体として応募
（合築後も独立した２つの公的医 条件を満たす場合は 2 件として
療機関として運営）の設計実績を有 ください。
する場合、設計実績の件数を２件と
してよろしいですか。

４０

業務委託特記仕様書Ｐ4

４１

業務委託特記仕様書
Ｐ3、5

No.14 の回答を参照してください。

「
【5】
業務仕様 1.(3)追加業務の内
・その
容及び範囲」の最後の項目「○
他必要な図面及び資料の作成、説明
庁内、院内、住民説明会等を想定し
会等への出席」と記載があります
ています。
が、説明会等とは庁内もしくは院内
の職員等に対するものと解釈して
よろしいでしょうか
No.15、16 の回答を参照ください。
積算業務については成果物に掲げ
るものを基に可能な範囲で精度の
Ｐ3「
【5】業務仕様 1.(3)追加業務
高い工事費概算書の作成を求めて
の内容及び範囲」より「・積算業務」
います。
に○印がないため別途業務と解釈
実施設計レベルまでの積算は求め
して、Ｐ5「
【5】業務仕様 3.(3)留意
ていませんが、
【5】業務仕様 3.(3)
事項(ア)～(ウ)」の記載は、積算業
留意事項(ア)～(ウ)の記載は、特記
務を進める際に留意する事項と
仕様書【4】設計の進め方 17、
【5】
解釈してよろしいでしょうか。
業務仕様 1.（1）アに記載した事項
を踏まえ、本業務における留意事項
として示しています。
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業務委託特記仕様書
Ｐ4、5

「
【5】業務仕様 3.(1)」の成果物に
は、実施設計業務で図書作成される
もの(例。断面詳細図、機器表、負荷
計算書等)も含まれているように見
受けられますが、基本設計の範囲で
可能な図書作成と解釈してよろし
いでしょうか。

敷地範囲等について

計画敷地の平面測量資料、高低測
量資料及び真北資料等につきまし
お見込みのとおりです。
ては、別途ご提供戴けるものと考え
てよろしいでしょうか。

様式 3、4、5-1、5-2 に
ついて

記載する実績については、設計業務
の実績を記載すればよく、監理業務
を受注していない、若しくは工事が お見込みのとおりです。
完成していないもの等も実績とし
て記載してよろしいでしょうか。

４５

様式 4 について

管理技術者の実績として代表する 5
件には、実施要領 5 応募者の条件
お見込みのとおりです。
（1）の実績のうち、1 件以上が含ま
れていればよろしいでしょうか。

４６

実施要領 5 応募者の条件
（1）について

「実施要領 5（1）
」に示す範囲とし、
独立行政法人の病院を公的医療機
地方独立行政法人の病院は対象と
関扱いとしてよろしいでしょうか。
なります。

様式 5-3 について

欄外下段に A4 用紙 2 枚以内とあり
ますが、A4 用紙 1 枚につき追加提
案は 1 件のみの記述で、合計 2 件以
内ということでしょうか。
No.36 の回答を参照ください。
それとも A4 用紙 2 枚以内であれ
ば、1 枚の中に何件でも追加提案を
記述してもよろしいのでしょうか。

様式 5-4 について

欄外下段に A4 用紙 2 枚以内とあり
ますが、A4 用紙 1 枚につきローコ
スト・高品質事例は 1 件のみの記述
で、合計 2 件以内ということでしょ
No.8 の回答を参照ください。
うか。
それとも A4 用紙 2 枚以内であれ
ば、1 枚の中に何件でも事例を記述
してもよろしいのでしょうか。

４２

４３

４４

４７

４８

6

本業務においては通常の基本設計
以上（実施設計の領域に一歩踏み込
んだ内容）の業務の実施を求めてい
ます。その業務の範囲において可能
な図書作成を求めていると解釈し
てください。併せて、No.15 、16、
41 の回答を参照してください。

４９

病院実績につきまして

５０

様式 5‐4 につきまして

５１

様式 5‐4 につきまして

５２

様式 5‐3 につきまして

プロポーザル実施要領の２頁「５応
募者の条件」
（１）に公的医療機関の
病院実績を求める記載があります
が、日本赤十字社の病院実績を公的
医療機関の病院実績に該当すると
考えて宜しいでしょうか。
また、病院実績の証明書類（契約書・
従事証明書等）の添付は必要でしょ
うか。
様式 5-4 につきまして、代表的な１
件について作成するのでしょうか。
もしくは、A4 ２枚の中で複数件に
ついて記載可能でしょうか。
様式 5-4 につきまして、図面や写真
等の使用は可能でしょうか。
写真等の使用が可能な場合、「施設
規模・竣工時期・等」欄の下部を使
用し、「コスト削減結果と建築的工
夫」を自由にレイアウトしてもよろ
しいでしょうか。
（「コスト縮減結果と建築的工夫」
欄と「＜記載例＞・・・」の欄を
仕切る縦線を削除しても宜しいで
しょうか。
）

日本赤十字社の実績は該当します。
また、病院実績を証明する書類の
添付もお願いします。

No.8 の回答を参照してください。

図面や写真等の使用は可能です。
また、罫線等の組換えを行い、
自由にレイアウトしていただいて
構いません。

様式 5-3 につきまして、A4 ２枚の
中で複数の追加提案の記載は可能 No.36 の回答を参照ください。
でしょうか。
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