
第２回　入札説明書等に関する回答

該当資料

資料名 頁 1 (○) ア (ア) a (a) 左記以外

1

第1回_入札説

明書にする質

問・回答

20200601  公

開分

1 1

令和6年5月のGWを活用して移転・開院する予定とありますが、移転支援に

より開業準備期間を短縮することは可能でしょうか。

入院患者の移動等を考慮した場合、外来業務が休診している長期連休に移転

することが速やかな移転が可能と考え令和6年にGWに移転を予定していま

す。

2

第１回_入札説

明書にする質

問・回答
No.180

「なお、審査対象外ですが、現場代理人においても、設計の管理技術者と同

等の実績要件があることが望ましい」と回答がありますが、詳細をご明示願

います。

実績を問われない現場代理人においても、評価の対象にするということで

しょうか。ご教示願います。

現場代理人の個人実績は評価対象ではありません。ただし、事業全体の品質

管理・マネジメントに関する有効な提案がなされているか、の中で現場代理

人の個人実績が有効だと判断できる場合は評価される可能性はあります。

3

第1回入札説

明書等に関す

る回答

7 Ｎo.124

第1回回答Ｎo.124では、『「敷地と道路が接する部分の中で最も高い部分か

ら0.5ｍ」は、具体的にTP=○○mとお示し下さい』 という質疑に、

『TP=6.00mで計画して下さい』と回答がありました。

これは、「敷地と道路が接する部分の中で最も高い部分」を、「TP=6.00m

で計画して下さい」ということで宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。

4 入札説明書 3 2 (３) エ

解体概要施設名ガス庫の既存図が既存解体資料にありませんご提示くださ

い。

当院にて８月６日(木)～１４日(金)の10時～17時の間で資料の閲覧を致しま

すので、閲覧希望日（午前の部：10時～13時の間、午後の部：14時～17時

の間）をご連絡下さい。

ただし、コロナ感染の影響もありますので、各事業チーム３時間以内で5名

以内とさせていただきます。

5 入札説明書 3 2 (３) エ

解体概要にて解体施設の概要は明記してありますが敷地全体の概要が分かり

ません。建物本体のみの解体として宜しいですか。敷地全体も含むのであれ

ば解体範囲等の資料をご提示ください

回答「No.4」の通り。

6 入札説明書 3 2 (３) エ

解体施設看護宿舎及び車庫棟が明記されていますが、解体参考資料(No1)解

体予定配置図には解体範囲から除外される点線にて表記してあります。入札

説明書を正として宜しいでしょうか。

回答「No.4」の通り。

7 入札説明書

解体工事に伴い隣接駐車場は無償借用にて計画をして宜しいでしょうか。 回答「No.4」の通り。

8 入札説明書 4 2 (３) エ 要求水準書(56ページ)

解体工事について、解体後の引き渡しレベルと現状GLをご指示願います。 既存建物解体後の整地は、外周道路面のレベルにして下さい。

9 入札説明書 4 2 (３) エ 要求水準書(56ページ)

ガス棟 解体とありますが既存図では見受けられません。

解体工事に含む場合はご指示下さい。

製造ガス名：液化酸素、処理量：23.8㎥/ｄで高圧ガス製造事業所として届

出されている施設です。

なお、図面等は不存在のため現地確認してください。

10 入札説明書 4 2 (３) エ 参考資料10

既存建物 概要と参考資料10 既存図の内容に相違がある場合は、既存図を優

先して考えてよろしいでしょうか。

回答「No.4」の通り。

11

入札説明書

要求水準書

事業契約書

(案)

3、4

19

1

2、3

2

3

(３)

(６)

(８) ウ (ア)

「新病院は，契約締結の日から令和６年２月１４日までには竣工させるこ

と。」等の記載がありますが，本件契約において新病棟の引渡しについては

事業契約約款(案)第５１条(部分引渡し)に基づく部分引渡しとして取り扱う

ものと考えてよろしいでしょうか。

また，新病院棟新築工事及び既存棟解体工事の工期(竣工・引渡の期日)につ

いて契約書に明記いただけないでしょうか。

前段：部分引き渡しは、大型医療機器の先行搬入を想定しているものです。

後段：新病院の新築工事及び既存病院の解体工事の竣工・引渡の期日につい

ては、契約時に協議します。

12 要求水準書 1 1 (１) ア

画像診断・病理診断は遠隔診療を活用とありますが、想定している具体的な

内容(設備システム等)があればご教示下さい。

現時点での想定はありません。

13 要求水準書 1 1 (１) エ

周産期医療の充実を図りながら、８床の病床となっていますが、将来増床の

予定はありますか。

現時点での増床の予定はありません。

14 要求水準書 2 1 (１) ス

遠隔カンファレンスの実施とありますが、想定している具体的な内容(設備

システム等)があればご教示下さい。

現時点での想定はありません。

15 要求水準書 3 1 (１) セ

アメニティ施設等の運営を民間事業者に外部委託するとありますが、外部委

託を想定している部門・室等をご教示下さい。(例：売店、外来食堂、職員

食堂)

現時点では売店(イートインコーナーを含む)および食堂を想定しています。

16 要求水準書 3 1 (２) ク

CASBEEでAﾗﾝｸ以上とすることとありますが、評価認証の取得、ならびにそ

れに伴う費用も本工事とするものでしょうか。

ご理解の通りです。

番号 質問内容 回答内容
項番
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該当資料

資料名 頁 1 (○) ア (ア) a (a) 左記以外
番号 質問内容 回答内容

項番

17

要求水準書

事業契約書

(案)

3

7

15

25

56

12

1

2

3

(２)

(５)

(４)

(８)

(６)

ク

オ

キ

ウ

ア

(ア)

(イ)

(オ)

(イ)

b

ｃ

(ｍ)

⑬

『院内で必要な箇所を網羅的に記載しているが，万が一，抜け・漏れが発生

することは否定できない。従って，このような「医療施設として一般的な設

備」については，当要求水準書の文中において，「病院運営上必要な設備等

を設置すること」という表現を使用している。』等とありますが，今回配布

いただいた資料に明示がなく，かつ，受注者が一般に要求される注意義務を

果たしても想定することが困難な事象が発生した場合には，請負代金額及び

工期の変更対象としていただけないでしょうか。

医療施設としての一般的な施設のノウハフを確認するために、入札参加要件

で過去の実績を確認させていただきました。入札に参加される事業者におか

れては、一般的な設備については、知識を有されているうえで契約価格を積

算されていると考えております。

18 要求水準書 4、6 1
(３)

(５)

ア

エ

設計業務及び施工を進めるにあたって，発注者様からの指示，今後実施する

近接インフラ事業者との協議結果等見積時点で通常予見することが困難な事

象による影響を受けた場合は，契約金額及び契約期間の変更対象としていた

だけるものと考えてよろしいでしょうか。

発注者からの指示による変更の場合は、金額及び期間を双方協議により調整

いたします。それ以外については、要求水準書に記載のとおり、代替え案等

の建築費削減提案を行い、契約金額の範囲内での着工に努めて下さい。

19

要求水準書

事業契約書

(案)

4

12

12

1

2

(３)

(２)

イ

サ

(エ)

(エ)

(カ)

c

　

第５５条(２)

請負代金を変更する場合の単価について，増額部分については変更時に再調

達することになりますので，変更時の時価としていただけないでしょうか。

また，諸経費率及び出精値引き率については，工事の変更内容により都度協

議事項とさせていただけませんでしょうか。

前段：要求水準書並びに事業契約約款に準じて下さい。

後段：諸経費率についても、入札説明書等にあるとおり、入札時に提出した

施工業務請負代金内訳書によります。

出精値引きについては、要求水準書P.4（エ）その他Cの(a),(b)に示す工事費

内訳明細書のいずれにも、項目を設けてはならないものとします。

20 要求水準書 5 1 (５) イ (イ)

参考資6の測量成果(計画地)、18.図面一式、6.用地平面図にあります事業地

実測面積によると、実測面積合計が33,114.98㎡となっております。要求水

準書1-(5)事業概要に記載の34,800㎡と乖離がございますが、実測面積を実

際の敷地面積と考えて建蔽率等検討してよろしいでしょうか。または事業区

域内の道路および水路の面積を含めて今回の敷地面積と考えるのでしょう

か。敷地面積の考え方についてご指示ください。また、道路の付け替え、水

路の付け替え等による面積の増減は実測面積がありませんので、参考資料の

CADデータを実測としてよろしいでしょうか。

前段：敷地面積は公有地の設計により異なるため、提案内容により敷地面積

を設定してください。

中段：水路の面積については、前段と同じ。

後段：付け替えによる面積増減については、参考資料のCADデータを実測と

して結構です。

21 要求水準書 5 1 (５) イ (イ)

上記質疑4に関連しますが、事業区域内の水路が今回の敷地面積に含まれな

い場合、水路は隣地となり、その境界部分は隣地境界としての扱いになると

考えてよろしいでしょうか。

特定行政庁に確認してください。

22 要求水準書 6 1 (５) エ (エ)

汚水は浄化後に敷地南側既設水路へ放流とありますが、敷地南側水路とは成

東267号線を挟んだ水路でしょうか。あるいは水門のある敷地東側(鉄道敷き

沿い)の水路のことでしょうか。

原則、水門のある敷地東側（鉄道敷き沿い）の水路の水門より下流側です。

23 要求水準書 6 1 (５) エ (エ)

汚水放流先の敷地南側既設水路とは、成東267号線沿いの水路でしょうか。

又は成東270号線沿いの水路でしょうか。どちらの水路なのかをご明示願い

ます。

原則、水門のある敷地東側（鉄道敷き沿い）の水路の水門より下流側です。

24

要求水準書

事業契約書

(案)

7

14

15

10

1

2

(５)

(３)

オ

エ

オ

カ

(ア)

(イ)

(イ)

(イ)

ａ

第４３条(４)

近隣を含む第三者等に対して十分に配慮した施工に努めますが，受注者が善

管注意義務を果たしても避けることが困難な騒音・振動等及び契約の目的物

又はその出来形に基づく日照阻害・風害等の受注者の責めに帰すべきではな

い事由によって第三者との間に紛争が生じた場合には，発注者様及び受注者

が協力して解決に当たり，かかる費用については発注者様にご負担いただけ

ないでしょうか。

近隣家屋等に対する注意義務は受注者の責により適切に実施されるものであ

るので、トラブル等が発生した場合も受注者の責において解決して下さい。

25

入札説明書

要求水準書

10

　4、

9、

12

5

1

2

(１)

(３)

(２)

イ

サ

(エ)

(イ)

a、b

令和２年１１月上旬(予定)に契約を締結する旨及び「～なお，変更等が発生

した場合は，誠意をもって協議及び調整を行い，請負代金の範囲内に収める

こと。また，その範囲を超える場合は，事業者は代替え案等の建設費削減提

案を行い，監督職員と協議し，請負代金の範囲内での着工に努めること。」

等の記載がありますが，本件業務対価のうち施工業務の請負代金につきまし

ては，実施設計完了後の精算見積金額に基づき確定するものとし，発注者様

による追加・変更指示及び設計期間中の物価変動等受注者の責めに帰すべき

ではない事由に起因し，精算見積金額が契約金額を超過する場合には，請負

代金額の変更をお認めいただくか，受注者が提案する減額案を採用いただく

ことで解決を図るものと考えてよろしいでしょうか。

前段：請負代金の変更につきましては、事業契約約款第55条に基づき決定す

るものします。

後段：ご理解のとおりです。なお、減額案の採用可否については、都度協議

のうえ決定いたします。

26 要求水準書 11 2 (２) ケ (エ)

「近隣への工事説明会，地域住民・周辺自治会及び関係機関との調整，協議

等については内容を記録に取りまとめ，当院に報告すること。」とあります

が，近隣説明会等は発注者様主体にて行っていただき，受注者は発注者様の

開催する近隣説明会等の円滑な実施に協力するものとさせていただけないで

しょうか。

工事に関する近隣住民等への説明は、受注者が主体で開催して下さい。ま

た、第１回質問の回答にあるよう工事説明、資料作成、質疑回答、議事録作

成を実施して下さい。

27 要求水準書 11 2 (２) ケ (エ)

選定前のおける関係機関との協議内容についての議事録作成、及び貴院への

報告義務はあるででしょうか。仮に落選した場合、公募期間であってもその

義務は発生するでしょうか。

提案書等を作成するにあたり提案者が関係機関等と協議した際の議事録は、

いずれも提出義務はありません。

ただし、義務ではありませんが選定において必要なものとして提出を依頼す

ることもありますので、真摯なご対応をお願いします。

28 要求水準書 14 2 (３) ウ

土壌分析調査を「参考資料3：地質調査報告書(計画地)」として提示する。

との記載ですが、分析調査結果の有無を確認できませんでした。詳細が分か

りましたらご指示願います

山武市残土の埋立てによる地下水の水質の汚濁の防止に関する条例に基づく

調査結果であり、土壌汚染対策法に基づく調査結果ではありません。

29 要求水準書 15 2 (３) カ

風環境調査について、近隣の風環境悪化防止を目的としておりますが、どの

範囲(計画建物高さの3倍程度)までを考慮すれば宜しいでしょうか。

建物最高高さの２倍の範囲を原則とし、詳細は協議いたします。
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該当資料

資料名 頁 1 (○) ア (ア) a (a) 左記以外
番号 質問内容 回答内容

項番

30 要求水準書 15 2 (３) カ

風環境調査について、風環境評価は東西南北４方向の季節は２季節でのシ

ミュレーションで宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。

31 要求水準書 15 2 (３) カ (ア)

風環境シュミレーション調査と建設前後の風況実測を行うようになつていま

すが、風環境シュミレーション調査は風害ランク評価が必要でしょうか?も

し必要でなければ、冬季夏季卓越風2方向程度の風速分布図のシュミレー

ションとしてよろしいでしょうか。

よろしいです。

32 要求水準書 16 2 (７) イ (ア)

許可申請等に関する事項において、都市計画法29条の開発許可や、山武市宅

地開発指導要綱他においては、土地所有者からの同意、隣接地権者からの同

意が求められていますが、この同意の取得は貴院で実施することでよろしい

でしょうか。

当院で行います。

33 要求水準書 16 2 (７) イ (ウ)

都市計画法29条の開発許可では、開発の「設計者」が求められますが、この

「設計者」は建設企業単独で応募した場合、建設企業内の担当者にしなけれ

ばいけないのでしょうか。または、事業者選定後に当該建設企業と契約した

協力会社(構成員外)の土木コンサルタンの担当者を「設計者」としてよろし

いでしょうか。

設計に対する責任は建設企業にあることを前提とし、協力会社の担当者を

「設計者」とすることを認めます。

34 要求水準書 16 2 (７) イ

開発行為の完了検査、公告後、土地の登記内容の変更等(地目変更や分筆、

合筆)があると思いますが、その登記の事務手続き、費用は発注者様の業

務、負担すると考えてよろしいでしょうか。

当院で行います。

35 要求水準書 17 2 (７) イ (ナ)

土地収用法に基づく事業認定事務への支援業務とありますが、貴院が進める

認定手続きに対する支援と捉えてよろしいでしょうか。またその具体的な支

援業務内容をご教示願います。

前段：当院で実施する認定手続きの支援になります。

後段：当業務で作成した図面、資料等（以下「資料」という。）について手

続きに関連する資料の提供です。

36 要求水準書 17 2 (７) イ (ニ)

農業振興地域整備計画変更手続きへの支援業務とありますが、貴院が変更手

続きを進める前提で捉えてよろしいでしょうか。またその具体的な支援業務

内容をご教示願います。

回答「No.35」の通り。

37 要求水準書 17 2 (７) イ (ヌ)

農地法第5条の規定による許可申請事務への支援業務とありますが、貴院が

進める申請手続きに対する支援と捉えてよろしいでしょうか。またその具体

的な支援業務内容をご教示願います。

回答「No.35」の通り。

38 要求水準書 17 2 (７) ウ (ア)

本事業に必要な「官公庁等その他関係機関への協議、～申請業務」は事業者

で行うとなっておりますが、実際は貴院が申請者となり、委任状を受けて

「委任者」が申請実務をすると思います。その「委任者」は、建設企業単独

で応募した場合、建設企業が「委任者」にならなければいけないのでしょう

か。または、事業者選定後に当該建設企業と契約した協力会社(構成員外)の

土木コンサルタンを「委任者」としてよろしいでしょうか。

設計に対する責任は建設企業にあることを前提とし、協力会社の担当者を

「設計者」とすることを認めます。

39 要求水準書 18 2 (７) ウ (ク) ａ

市道成東269号については、「付替え等を実施する場合」と記載がありま

す。「付け替え」以外の選択肢とすると、「廃止」があると思いますが、市

道成東・殿台線との接続から、全て廃道できる可能性があるものとして提案

を考えてよろしいでしょうか。

区域外となる土地（245-1）へ新たな接道方法が可能なら全線廃止はできま

す。

市道認定は、廃止し（245-1）の前面までは法定外道路として残すのが、一

般的です。

40 要求水準書 18 2 (７) ウ (ク) ａ

開発敷地内の水路の「付け替え」や、市道成東269号線の「付替え」か「廃

止」をする場合、都市計画法32条の公共管理者同意の中で(又は先立って)、

その機能の利害関係者には同意を取る必要があると思いますが、その同意の

取得は貴院で実施することでよろしいでしょうか。

当院で行います。

41 要求水準書 18 2 (７) ウ (ク) ａ

事業者選定後において、提案した計画が、行政協議や、用地取得、市道や水

路の「付替え」や「廃道」に対する土地所有者や隣地所有者、利害関係者と

の交渉の結果、同意取得ができず、計画の変更が必要となった場合、提案し

た事業者に対しては、協議を行えるものとし、要求水準書未達等の責は追わ

ないと考えてよろしいでしょうか。

行政協議については、提案時点から行政から同意取得が得られない恐れのあ

る提案はしないでください。ただし、用地取得により計画変更になった場合

については協議に応じます。

42 要求水準書 18 2 (７) ウ (ク) b

市道270号線は現状、農道と水路であり法定外公共物と思われますが、将来

的に道路整備の計画があるのでしょうか。また、法定外公共物だと仮定した

場合、市道270号線は、建築基準法上は「道路」でなく、その境界部分は

「隣地境界線」との理解でよろしいでしょうか。

市道270号線は名称のとおり、道路法に基づき市道認定を受けているので、

法定外公共物ではありません。本道路を掘削等の施行を行う際は、道路法に

基づく許可が必要となる路線です。なお、本道路は建築基準法第42条の規定

に基づき、幅員が４ｍ未満、また、都市計画区域編入時に建物の建ち並びが

無いことから、建築基準法第42条の規定に基づく道路認定は受けておりませ

ん。このことから、建築基準法の基づく道路ではないことから、境界部分は

隣地境界線として扱うことが一般的です。

43 要求水準書 18 2 (７) ウ (ク) b (a)

市道269の付け替えを実施した場合、山武市に移管すると考えてよろしいで

しょうか。

付替えに係る部分については山武市になります。

3/15



該当資料

資料名 頁 1 (○) ア (ア) a (a) 左記以外
番号 質問内容 回答内容

項番

44 要求水準書 18 2 (７) ウ (ク) c

既設水路の内、市道269と270間にある水路を付け替えした場合、管理者に

移管すると考えてよろしいでしょうか。

帰属は山武市、管理は協議結果によります。

45 要求水準書 18 2 (７) ウ (ク) c

既設水路の内、市道259と269間にある水路はその先に田が無い為、廃止と

考えてよろしいでしょうか。

近隣農地等で使用しており、この用水路は必要な為、残置して下さい。

46 要求水準書 18 2 (７) ウ (ク) d

水路に対しては、32条の公共施設管理者同意の対象となると思いますが、開

発区域の外周や内部の水路の同意取得先となる河川管理者は具体的にはどち

らの所管でしょうか。ご教示願います。

山武市です。

47 要求水準書 18 2 (７) ウ (ク)

市道成東270号線について、「必要に応じてセットバックを行い道路機能が

損なわれないようにすること」ございますが、現況のあぜ道の状態から道路

として使用可能な状態(舗装仕上等)に今回工事内で整備を行うということで

しょうか。

ご理解の通りです。

(第１回質問回答No.110参照)

48 要求水準書 18 2 (７) ウ (ク)

調整池の容量の決定にあたっては、算定方法等を河川管理者に確認の上、行

うこととありますが、河川管理者に個別確認して宜しいでしょうか。不可の

場合、協議の進め方についてご指示願います。

関係機関に確認してください。

49 要求水準書 24 2 (８) ウ (オ) ａ
(ｍ)

②

境界確定図の境界標の種類について、図面上では「計算点」となっている箇

所が多くみられますが、事業者の提案に従う部分(開発区域の提案)も含め

て、全ての境界杭を事業者で設置し、その設置に係る負担も事業者というこ

とでしょうか。ご教示願います。

開発区域に係る境界標の設置は事業者、区域外の設置は発注者負担です。

50 要求水準書 24 2 (８) ウ (オ) ａ
(ｍ)

②

隣接所有者、道路管理者と協議立会いについては、貴院が主体となり、立会

いもあると考えてよろしいでしょうか。

隣接所有者などとの協議は当院が主体となりますが、行政協議については事

業者が主体となり当院が立ち会います。

51 要求水準書 26 2 (10) ア (エ)

竣工図・施工図についてＣＡＤデータにて提出する旨の記載がございます

が，ＣＡＤデータは弊社の社名を表示したまま内容の編集及び出力が可能で

あり責任範囲が曖昧となるため，提出についてはご容赦いただけないでしょ

うか。

なお，どうしてもＣＡＤデータによる提出が必須である場合には，弊社所定

の受領書を提出いただくことを前提としていただけないでしょうか。

前段：CADデータについては提出を求めます。

後段：受領書については、その内容について協議いたします。

52 要求水準書 26 2 (10) ウ (イ)

DBの特色を活かし各詳細部検討は施工図レベルで行うことを考えておりま

す。成果品としての詳細図や積算調書は簡易化し、民間工事で通常作成する

内訳明細書と見積が可能な図面があれば成果品として満たすものと考えて宜

しいでしょうか。

要求水準書に記載のある成果品は作成してください。

53 要求水準書 31 2 (10) ウ (イ) 表中「(4)」

実施設計成果物にてｴﾈﾙｷﾞｰ供給調査書とあります。ｲﾝﾌﾗ供給事業者との事前

協議書　との解釈でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

54 要求水準書
28～

31
2 (10) ウ (イ) ａ

実施設計成果物の項目の図面リストに工事費積算内訳書の記載が有ります

が、P.31(5)建築積算の項目にも積算内訳明細書の記載が有ります。この内訳

明細書は図面リストと同じ成果物と考えて宜しいでしょうか。相違が有る場

合は相違内容をご指示下さい。

ご理解の通りです。

55 要求水準書 33 2 (10) ウ (ウ) d

「覚書(念書)，付属書(未完工事リスト)※未完成工事がある場合」とありま

すが，覚書(念書)の詳細な内容につきましては，発注者様及び受注者で協議

のうえ定めるものと考えてよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

56 要求水準書 33 2 (10) ウ (ウ) d

保証書の保証内容及び保証年数につきましては，専門工事業者又はメーカー

が技術的に対応可能な範囲内として発行するものと考えてよろしいでしょう

か。

ご理解の通りです。

57 要求水準書 34 3 (１)

中央病歴室兼書類保管庫は敷地内にプレハブ工法を活用した別棟として整備

することとありますが、病院棟内に計画しても問題ないでしょうか。また、

外部倉庫等を活用し、運用することは可能でしょうか。また、別棟と想定し

ている理由がございましたらお教えいただけないでしょうか、

前段：要求水準書に記載の新病院延床面積の範囲内で諸室リストの設備が満

たされていれば病院棟内に計画していただいても構いません。外部倉庫棟を

活用する場合は、提案に委ねます。

中・後段：中央病歴室兼書類保管庫は、インアクティブのカルテ等を保管す

るための施設ですが、まれに閲覧するため、敷地外の外部倉庫での保管は考

えていません。

また、要求水準書で別棟でも良いという旨を記載したのは、少しでも事業費

を抑えるためであり、別棟に設けることを必須とするものではありません。

58 要求水準書 34 3 (１)

中央病歴室兼書類保管室はプレハブ別棟想定とのことですが上限床面積

(16,200㎡以下)には含まれないと考えて宜しいでしょうか。

含みます。
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59 要求水準書 35 3 (３) ア

新病院延床面積：15,600㎡～16,200㎡について、質疑回答の中で「容積対象

面積」または「延床面積」との記載がありました。容積対象面積と延床面積

は異なるものですが、面積の指定は容積対象面積ではなく延床面積と考えて

よろしいでしょうか。

延床面積として下さい。

60 要求水準書 35 3 (３) イ

公用車用15台の駐車スペースの確保とありますが、職員用駐車場とは別で計

画する必要があるということでしょうか。

ご理解の通りです。

61 要求水準書 35 3 (３) ウ

駐輪場が屋根付きとのことですが上限床面積(16,200㎡以下)には含まれない

と考えて宜しいでしょうか。

含みません。

62 要求水準書 35 3 (３) イ

駐車場について、患者用と職員用の駐車マスのサイズは、2.5ｍ×5.0ｍとし

てよろしいでしょうか。

ご提案に委ねます。

63 要求水準書 38 3 (４) オ (エ) b

天井材の模様により、患者がせん妄を起こす恐れのある室とは、具体的にど

の範囲を想定していますか。

病室、手術室、救急外来などを想定しています。

64 要求水準書 38 3 (４) オ (エ) c

(エ)天井の項目にて、病室や処置ベッドを設置する処置室等のベッド間には

カーテンレール及びキュービクルカーテンを設置とありますが、付属資料Ⅲ

(業務区分表)に基づき、キュービクルカーテンは全て病院様にてご準備いた

だけるものと考えてよろしいですか。

ご理解の通りです。

65 要求水準書 39 3 (４) カ (オ)

市道270号線沿いは要求水準書上は「道路境界沿い」と考え、植栽を設ける

考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

66 要求水準書 39 3 (４) オ (カ) g

(カ)扉の項目にて、原則としてストッパー付とありますが、排煙等により法

的にストッパー付と出来ない箇所は常時閉鎖扉として宜しいでしょうか。

不可です。その場合は、火災報知器連動式ストッパー解除装置を併用してく

ださい。

67 要求水準書 39 3 (４) カ (オ)

都市計画法29条や山武市の宅地整備要綱では、敷地面積の３％を「緑地、広

場、公園」のいずれかにしなければいけませんが、今回は何を整備すればよ

ろしいでしょうか。

提案各社によってバラつきがあり、工事費にも大きく影響する部分ですので

整備方針の統一のため、ご指示願います。

来院者の憩いの場であったり、リハビリの場として使用できるスペースを想

定し、ご提案に委ねます。

68 要求水準書 39 3 (４) キ (ア)

駐車場から風除室までの勾配は雨水排水を考慮した程度としてよろしいです

か。また、駐車場を雨水貯留兼用とした場合、車いすの移動が可能な程度の

スロープ設置としても宜しいですか。

ご理解の通りです。

69 要求水準書 39 3 (４) キ (イ)

車椅子使用者用駐車場からエントランスまでのアプローチに屋根を設けるこ

ととありますが。車椅子駐車場を屋根付きとした場合、上限床面積(16,200

㎡以下)には含まれないと考えて宜しいでしょうか。

含みません。

70 要求水準書 39 3 (４) ク (キ)

敷地外からの施設名称がわかるサインを2カ所以上としていていますが南北

としている理由は何ですか。どこからの視認性を重視していますか。

市道や鉄道から認識できるよう南北としています。

71 要求水準書 43 3 (６) イ (イ) ａ (ｈ)

受変電設備容量について医療機器、医療情報ｼｽﾃﾑの更新時(既存と開発系の

同時稼働)に対応可能な容量とあります。(既存と開発系)の具体的な内容等を

ご指示願います。

各医療機器と医療情報システムの同時更新は想定不要です。その上で、既存

と新規が同時に稼働し得る容量を確保してください。

72 要求水準書 43 3 (６) イ (イ) ａ

要求水準書の受変電設備欄において『電源車又は仮設発電機による電力供給

を検討する事』と記載が有ります。本工事にて設置する非常用発電機のメン

テナンス対応も踏まえて外部電源車は高圧発電機を想定し、非常用発電機は

本工事で１台設置としても宜しいでしょうか。

要求水準書P43、b発電機設備　(d)に示しているように複数台構成等を検討

してください。

73 要求水準書 43 3 (６) イ (イ) b

b発電機設備について、「(a)連続運転時間は72時間とすること」との記載が

ありますが、備蓄燃料量は、100%負荷ではなく、需要率を考慮して決定を

してもよろしいでしょうか。

要求水準書P.44、その他に示している非常時の共有先、供給負荷を考慮して

ください。

74 要求水準書 45 3 (６) イ (イ) d (a)

無停電電源を使用する医用室について JIST1022病院電気設備の安全基準記

載の諸室(必要に応じて設けるを含む) とあります。付属資料Ⅱ-諸室ﾘｽﾄの

(無停電電源-〇)の室が本件対象室と考えてよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

75 要求水準書 46 3 (６) イ (イ) ｉ

電話機のページング機能が明記されていない為、ページング機能無しと考え

て宜しいでしょうか。

電話機のページング機能は設置するものとします。
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76 要求水準書 47 3 (６) イ (イ) l

i拡声設備について、「(d)会議室に個別放送設備」を設けること」との記載

がありますが、本設備はAV設備に該当すると考えられますので機器及び配線

は別途工事と考えてよろしいでしょうか。

本工事に含みます。

77 要求水準書 47 3 (６) イ (イ) l

i拡声設備について、「(e)手術室に個別包装設備」を設けること」との記載

がありますが、本設備はBGM設備に該当するとかんがえられますので機器

及び配線は別途工事と考えてよろしいでしょうか。

本工事に含みます。

78 要求水準書 47 3 (６) イ (イ) ｍ

受信種別の内、ＢＳ・ＣＳ放送の明記が無い為、特に不要と考えて宜しいで

しょうか。

BS放送については、全病室、外来化学療法室及び医局において視聴可能と

してください。CS放送については、不要とします。

79
要求水準書

業務区分表

48

2
3 (６) イ (イ) q

監視ｶﾒﾗ設備については、業務区分表に則り配管工事までが事業者側工事と

考えてよろしいでしょうか。

術野カメラ本体および配線以外のITV設備は本工事です。

80 要求水準書 49 3 (６) イ (イ) r

ｾｷｭﾘﾃｨ設備に記載の遠隔監視制御等保安警備業務と一体ﾚﾍﾞﾙ とは外部警備

会社による遠隔監視を指すものと考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

81 要求水準書 49 3 (６) イ (イ) r

ｾｷｭﾘﾃｨﾚﾍﾞﾙの(一般ﾚﾍﾞﾙの諸室)については鍵施錠によるｾｷｭﾘﾃｨと考えてよろ

しいでしょうか。

要求水準書に記載のとおりです。なお、セキュリティ計画は提案してくださ

い。

82 要求水準書 49 3 (６) イ (イ) r

要求水準中の『遠隔監視制御等保安警備業務』とはどの様な業務を示すので

しょうか。また本工事ではどの様な対応をとれば宜しいでしょうか。

回答「No.80」の通り。

83 要求水準書 49 3 (６) イ (イ) s (a)

視聴覚設備について、 症例検討室(管理棟内に改修予定) とありますが、

具体的な室対象・箇所をご指示願います。

症例検討室は、新病院で計画不要です。

84
要求水準書

業務区分表

49

2
3 (６) イ (イ) s (a)

上記視聴覚設備について、業務区分表 AV設備 の区分に則り配管工事まで

が事業者側工事と考えてよろしいでしょうか。

症例検討室は、新病院で計画不要です。

85 要求水準書 49 3 (６) イ (イ) s

s視聴覚設備について、「(a)症例検討室(管理棟に改修予定)．．．」とあり

ますが、大会議室の誤りと解釈をしてよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

86 要求水準書 49 3 (６) イ (イ) s

s視聴覚設備について、内容はAV設備に該当すると考えられますので機器及

び配線は別途工事と考えてよろしいでしょうか。

本工事に含みます。

87 要求水準書 50 3 (６) イ (イ) ｕ

u防災設備について、「(c)総合操作盤を中央監視室に設置すること」との記

載がありますが、消防法上、総合操作盤は不要と思われますが、法準拠で不

要と考えてよろしいでしょうか。

法規上問題なければ、無しとします。

88
入札説明書

要求水準書
54 3 (６) エ (イ) ａ

(d)

④

「④ 病棟以外のトイレで患者が使用する共用トイレには、手指乾燥器を及び

液体石けんホルダーを設置すること。」と記載されていますが、COVID19発

生以降感染防止の面から手指乾燥機は使用停止としている事例が多いのです

が、本件では設置するものと判断してよろしいでしょうか。

「手指乾燥器」及び「液体石けんホルダー」は、近年感染症対策から設置し

ないことが多くなっていることから設置しないこととします。

(第１回質問回答No.70、71、135参照)

89 要求水準書 54 3 (６) エ (イ) b (a)

雑用水系統は井水を水源とすると記載が有りますが、近隣地域を確認すると

井水の水量及び水質が適さない可能性が有ります。その場合は上水を水源と

することは可能でしょうか。

ご理解の通りです。

上水を水源とするかは提案に委ねます。

90 要求水準書 54 3 (６) エ (イ) ｃ

既存病院において特殊排水処理はどのようにされているかをご教示くださ

い。また各特殊排水の一日想定排水量等がわかれば合わせてご教示くださ

い。

前段：特殊排水については、浄化槽にて浄化し近隣の河川に放流していま

す。

後段： 雑排水　78㎥/日

91 要求水準書 54 3 (６) エ (イ) ｆ

既存病院における医療ガス(液化酸素・液化窒素・笑気・酸素・炭酸)の貯蔵

量と各医療ガス設備の一日の想定使用量をご教示ください。

・液化酸素貯蔵量(CEタンク)：3,000㎥

　　年間使用量：17,169㎥

・気体窒素(ﾏﾆﾌｫｰﾙﾄﾞ計４本)：7,000ℓ

     年間使用料：30本

・笑気ガス(ﾏﾆﾌｫｰﾙﾄﾞ計４本) ：30kg

     直近３年間　交換履歴なし

・酸素500ℓ

      年間470本

・炭酸2.2kg

      年間57本

92 要求水準書 54 3 (６) エ (イ) ｆ

笑気ガスについて諸元表に供給先の記載がございません。設置不要と考えて

宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。
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資料名 頁 1 (○) ア (ア) a (a) 左記以外
番号 質問内容 回答内容

項番

93

要求水準書

諸室リスト・

凡例

55

16

3 (６) エ (イ) g

排水処理設備について高温排水処理でボイラーを設置する予定室は有ります

でしょうか。

設置予定の場合は、１日あたりのブロー水量と時間最大ブロー水量を教えて

頂けませんか。

ご提案に委ねます。

94 要求水準書 55 3 (６) エ (イ) ｉ

蒸気供給設備本体を中央材料室内に設置する計画としても宜しいでしょう

か。

蒸気供給設備本体を中央材料室に設置した上で、参考資料18・諸室リストそ

の他に示した器具・動線・作業空間が確保可能であれば、設置する計画で提

案願います。

95 要求水準書 56 3 (６) カ (ア)

機械搬送設備計画において適宜提案することとありますが、既存病院の搬送

設備について、利用している部門諸室・使用用途・頻度等をご教示いただけ

ますでしょうか

【既存のダムウェタの利用と容量】

既存のダムウェタは、医薬品の定時搬送に使用している。

最大積載量：300kg

速度：30ｍ/分

寸法：横110cm・奥行90cm・高さ120cm　カートごと入るフロアタイプ

96 要求水準書 56 4 (６) ア (ア)

以下の解体物件(北棟､中棟､南棟)の図面及び資料を頂けませんでしょうか。

① 外部仕上表、

② 立面図､

③ キープラン及び建具表､

④ 中棟増築部構造図､

⑤ 階別床面積表

回答「No.4」の通り。

97 要求水準書 56 4 (６) ア (イ) d

既存撤去樹木のリストを頂けませんでしょうか。 資料は作成しておりません。全ての樹木を撤去して下さい。

98 要求水準書 56 4 (６) ア (ア) d

既存建物解体後の整地は、外周道路面のレベルで新規山砂:千葉:A種で宜しい

でしょうか。

整地は、外周道路面のレベルで計画して下さい。

盛土材は千葉県産の種別Aを使用して下さい。

99 要求水準書 56 4 (６) ア (イ) f

ＰＣＢ･フロンについての参考資料のを頂けないでしょうか。 回答「No.4」の通り。

100 要求水準書 56 4 (６) ア (イ)

廃油、感染性廃棄物、浄化槽汚泥、ラジオアイソトープ廃棄物、PFOS含有

消火薬剤、臭化リチウム、廃電池等、特殊なものの廃棄物があれば資料を頂

けないでしょうか。

現状の資料はございません。

101
建替整備基本

計画

一般病棟、回復期リハビリ病棟、地域包括ケア病棟、緩和ケア病棟、それぞ

れの在院日数(平均・最長)をご教示願いますでしょうか。

平均在院日数（令和元年度実績）

　一般病棟：9.9日

　回復期リハビリ病棟：56.6日

　地域包括ケア病棟：26.3日

　緩和ケア病棟：23.7日

102
建替整備基本

計画

総患者数、外来患者数、病棟患者数それぞれの１日の平均人数、最大人数の

実績値をご教示願いますでしょうか。

（令和元年度実績）

外来患者数：498.4人/日　最大：774人

入院患者数：171.8人/日　最大：207人

　うち一般病棟：82.1人/日

　　　地域包括：39.3人/日

　　　回復期　：34.9人/日

　　　緩和ケア：15.5人/日

103
建替整備基本

計画

一般病棟や地域包括ケア病棟の患者で、リハビリ部門の機能訓練室を利用す

ることはありますか。ある場合は各病棟１日の利用人数の目安をご教示くだ

さい。

1日当たりの機能訓練室利用平均人数

　回復期リハビリ病棟患者：61.5名

　一般病棟患者：61名

　作業療法：15.5名

　

104
建替整備基本

計画

入院中に外来の化学療法を利用することはありますか。ご教示ください。 入院患者が利用することはありません。

105
建替整備基本

計画
54 (10)②１．

健康診断、1日ドック、脳ドックは1日当たり何人位を想定されていますか ・健康診断　　1日最大4名

・人間ドック　1日最大4名

106
建替整備基本

計画
51

外来処方は原則院外とのことですが、院外薬局は敷地内に予定されています

でしょうか。

現時点では敷地内に院外薬局を設ける予定はありません。

107
諸室リスト・

凡例
1 外来部門

診察室の衛生器具について、スタッフ用手洗器が必要とありますが、感染制

御の観点から診察室内には設置せず、スタッフ廊下に設置(2～3室につき1箇

所)する提案は可能でしょうか。

諸室リストに記載のとおり設置して下さい。
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資料名 頁 1 (○) ア (ア) a (a) 左記以外
番号 質問内容 回答内容

項番

108
諸室リスト・

凡例
3 救急部門

救急部門に感染以外の診察室がありませんが、時間外の診察は救急の初療室

又は中央処置室で行うと考えて宜しいでしょうか。それとも外来の診察室を

兼用するという考えでしょうか。

各診療科の診察室を兼用します。

109
諸室リスト・

凡例
4 病棟部門

一般病棟Aの重症個室に前室を設けるのは陰圧対応の2室のみでしょうか。ま

た、一般病棟Bの重症個室には前室なしとの理解でよろしいでしょうか。

前段：ご理解のとおりです。

後段：ご理解のとおりです。

110
諸室リスト・

凡例
4ほか 病棟部門

ワンフロアに複数病棟とした場合、以下の諸室は、病棟間で兼用とし、運用

に支障のない範囲で面積を合理化してもよいか。

(多目的室、コインランドリー、中央トイレ、パントリー)

ワンフロアに複数病棟とした場合、病棟ごとに諸室リスト上の用途が果たせ

る面積を確保してください。

111
諸室リスト・

凡例
4 病棟部門

重症個室・個室Cにはトイレの要望がありませんが、病室内にトイレ設置は

不要で宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。

112
諸室リスト・

凡例
4 病棟部門

食堂兼デイルームについて、1フロア2病棟の場合、1フロアで1箇所に集約し

て設置(2病棟で利用)することは可能でしょうか。

諸室リストに記載の通り設置して下さい。

113
諸室リスト・

凡例
4 病棟部門

ダムウェタについて、1フロア2病棟の場合、病棟階(各階1箇所)と薬剤部に

ステーションを設置することで宜しいでしょうか。またダムウェタ以外の搬

送設備の提案も可能でしょうか。

前段：病棟側のステーションについては、１フロア２病棟の場合は兼用可能

です。

後段：ダムウェタ以外の提案については、薬剤の定時搬送に支障がない搬送

機能を有する限りにおいて提案可能とします。

なお、既存のダムウェタの利用と容量については、回答「No.95」の通り。

114
諸室リスト・

凡例
6 病棟部門

一般病棟Bと産科患者入院エリアについて、病棟内でのエリア分けや、セ

キュリティ等で想定があればご教授願います。

要求水準書（49ページ）に基づき、セキュリティ計画などをご提案くださ

い。

115
諸室リスト・

凡例
6 病棟部門

産科患者入院エリアに未熟児室の要求がありませんがよろしいでしょうか。 よろしいです。

116
諸室リスト・

凡例
6 病棟部門

産科患者入院エリアに分娩の当直室の要求がありませんが、19/20総務課・

経理課・診療部等にある一般の当直を使用すると考えてよろしいでしょう

か。

ご理解の通りです。

117
諸室リスト・

凡例
7 病棟部門

回復期リハビリテーション病棟に、リハビリテーション室20㎡の記載があり

ますが、リハビリ部門は病棟階とするとの質疑回答がありました。その場

合、回リハ階のリハビリテーション室20㎡は不要と考えてよろしいでしょう

か。

不要ではありません。

118
諸室リスト・

凡例
11 放射線部門

参考資料17「放射線部門 医療機器 想定ランク設備一覧」に血管撮影室の

記載がありますが、付属資料Ⅱ「諸室リスト・凡例」11/20には記載があり

ません。前者はあくまでも参考資料と考え、後者を正と考えてよろしいで

しょうか。

ご理解の通りです。

119
諸室リスト・

凡例
11 放射線部門

放射線科専任の医師は常勤されていますでしょうか。 放射線科専任医師は常勤しておりません。

120
諸室リスト・

凡例
11 放射線部門

放射線科にアンギオは予定されていませんがよろしいでしょうか。 よろしいです。

121
諸室リスト・

凡例
12 内視鏡部門

内視鏡部門の大内視鏡室で下部内視鏡検査を行うという理解で宜しいでしょ

うか。

ご理解の通りです。

122
諸室リスト・

凡例
13 検査部門

採血は中央採血室で行い、中央処置室では行わないという理解でよろしいで

しょうか。中央処置室でも行う場合、中央採血室との運用の仕分けをご教示

ください。

原則は中央採血室で実施します。

123
諸室リスト・

凡例
15 手術部門

手術部門に麻酔科医室とあり、「①廊下から患者が入室でき」とありますが

何のためでしょうか、ペインクリニックをするために外部から麻酔医室に患

者を入れると考えてよろしいでしょうか。

ペインクリニックではなく、術前診察のためです。

124
諸室リスト・

凡例
16

リハビリテーション

部門

ADL室が一般廊下からも入室とあるが、具体的な目的があればご教示くださ

い。

ＡＤＬ室のみの単独利用、複数動線の確保、他者との接触リスク減等の目的

のためです。

125
諸室リスト・

凡例
16

リハビリテーション

部門

機能訓練室を「他の用途として使用する事を前提とする」と記載があります

が、誰がどのような用途で利用することを想定されていますか。ご教示くだ

さい。

リハビリテーション課内での研修会、会議、ｄｅｍｏ、デスクワーク等

8/15



該当資料

資料名 頁 1 (○) ア (ア) a (a) 左記以外
番号 質問内容 回答内容
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126
諸室リスト・

凡例
17 薬剤部門

薬剤部門で「時間外救急患者の投薬に備え、投薬窓口を設置」とあります

が、その他の投薬はすべて院外と考えてよろしいでしょうか。

数量は少ないですが、院内処方もあります。

127
諸室リスト・

凡例
17 栄養部門

栄養部門の調理室は何食分の想定でしょうか。 現在契約している委託業者との予定数量です。

・入院患者食数：１回食あたり概ね125食

・検食数　　　：２回食

・人間ﾄﾞｯｸ食数：１回食あたり１食

・託児所食数　：１回食あたり３食

・産科食数　　：１回食あたり３食

128
諸室リスト・

凡例
18

健診・人間ドック部

門

健診・人間ドック部門と物品管理部門の部門別最小ネット面積が共に116.0

㎡と同じ数字となっています。各々この数字を正と考えてよろしいでしょう

か。

116.0㎡は70.0㎡に読み替えて下さい。

129
諸室リスト・

凡例
18

健診・人間ドック部

門

健診・人間ドックの想定利用人数・時間帯など運用方法についてご教示くだ

さい。

・健康診断

　月、水、金：1日最大4名

　9時 受付

　9時30分～　検査→診察→会計

・人間ドック：1日最大4名

　運用等については当院ホームページ参照してください。

130
諸室リスト・

凡例
18

健診・人間ドック部

門

健診待合について、内科外来兼用としていますが、可能であれば別の待合を

確保してもよろしいですか。

ご提案に委ねます。

131
諸室リスト・

凡例
18

健診・人間ドック部

門

健診・人間ドッグ部門の健診者更衣室がありませんが更衣は行わない前提と

考えて宜しいでしょうか。

健診者は更衣を行いません。

132
諸室リスト・

凡例
20

利便施設・福利厚生

施設

現状の外来食堂の１日の利用人数(平均・最大)をご教示ください。 平成30年度実績　3,172食/年

133
諸室リスト・

凡例
20

利便施設・福利厚生

施設

売店は院外からの利用もお考えでしょうか。 売店については、当院利用者を対象としております。

134
諸室リスト・

凡例
20

利便施設・福利厚生

施設

売店と外来食堂の経営は外部委託とのことですが、同一業者と考えてよろし

いでしょうか。

同一業者か否か、確定していません。

135
諸室リスト・

凡例
全頁

ｺﾝｾﾝﾄ項目の特殊電源とはどのような電源設備を指ものでしょうか。ご指示

願います。

※内視鏡ほか病室等にも〇記載有り

　

単相100V以外は特殊電源と呼びます。

136 業務区分表 1

近隣家屋調査に関して、新築時と解体時の調査範囲をご教示ください。 敷地境界線から建物最高高さの２倍の範囲を原則とし、詳細は協議いたしま

す。

137 業務区分表 1

土壌分析結果を「参考資料3」として提示するとありますが見受けられませ

ん。

また業務区分表では土壌汚染調査及び関係地歴調査、土壌汚染対策費の業務

区分 当院とありますので別途と考えて宜しいでしょうか

事業者側となる場合、土壌汚染調査結果図等を再度提示願います。

参考資料は、説明会の際に各応募者へ配布済みですので、よくご確認くださ

い。

　

また、土壌汚染に関する質問については、第1回質問回答にて回答済みで

す。　　　(第１回　回答No.75、76、95)

ご確認下さい。

138 業務区分表 2

歯科部門内の機械室～ユニット間の渡り配管・配線(吸引、エアー、バ

キューム、制御配線)は病院側工事と考えて宜しいでしょうか。事業者工事

とする場合は図面をご提示願います。

歯科部門内の機械室～ユニット間の渡り配管・配線は病院側工事でお願い致

します。別途、病院から、建築事業者への依頼工事とします。

139 業務区分表 2 4 共通項目

表中の4、共通項目 手術内装工事一式 保温庫、保冷庫、冷凍庫等含むと

ありますが、各手術室に一つづつ設置を見込むと考えてよろしいでしょう

か。また収納棚については含まないと考えてよろしいでしょうか。

手術内装工事一式に、保温庫、保冷庫、冷凍庫を各手術室に一つづつ設置を

見込んでください。また、収納棚は、手術内装工事一式に含むものとお考え

下さい。

140 様式集

様式22-1

様式22-2

様式22-3

既に提出した一般競争入札参加要件確認申請書で、同一配置技術者の場合に

限り、同じ実績を繰り返し使用する場合、様式22-1、2、3書類は記入します

が、実績を証明する添付資料(契約書、図面、業務従事実績証明書 等)は省略

させて頂けませんでしょうか。

実績を証明する契約書の写し(業務内容、履行期間、発注者及び受注者印、

業務実績が確認できるもの)は添付して下さい。

141 様式集 様式22-1～22-3

業務従事実績を証明できる書類をあわせて添付することと記載があります

が、業務従事実績を証明できる書類とは、社印を押した任意の従事証明書と

してよろしいでしょうか。また、契約書・仕様書等の写しの添付は不要と考

えて宜しいでしょうか。

別添資料４「提出書類作成要領」に則り、実績を証する契約書の写し(業務

内容、履行期間、発注者及び受注者印、業務実績が確認できるものの添付を

お願いします。
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該当資料

資料名 頁 1 (○) ア (ア) a (a) 左記以外
番号 質問内容 回答内容

項番

142 様式集 様式22-3

工事監理技術者の技術者(建築・電気・機械)の配置予定者は、１(雇用証明資

料)、２(保有資格資料)の必要資料のみ添付することでよろしいでしょうか。

業務従事実績証明書の添付は不要と考えています。

また、技術者の配置予定者は加点対象ではないため、要件を満たす配置予定

者の変更は可能であり、現場常駐は不要と考えてよろしいでしょうか。

前段：ご理解の通りです。

後段：ご提案に委ねます。

143 様式集

様式23

建築物環境性能率算

定根拠

このシートは、加点評価対象となるのでしょうか。ご教示ください。 加点評価の対象に含まれます。

144 様式集

様式25

施設整備業務費内訳

書

このシートは、入札書を入れる封筒に同封する必要はありますでしょうか。

ご教示ください。

不要です。

145 様式集

様式25

施設整備業務費内訳

書

7 既存建物に係る解体業務費に外構工事 外構解体・整地工事、駐車場解体工

事とありますが既存外構及び駐車場の現況が不明です。解体撤去物の内容を

ご指示ください。

また駐車場解体は第1駐車場及び駐車場2の舗装表層のみ撤去程度と考えてよ

ろしいでしょうか。

回答「No.4」の通り。

駐車場解体は路盤材を含みます。

146 様式集 様式25

施設整備業務費内訳書について、7.既存建物に係る解体業務費の外構工事の

科目で「外構解体・整地工事」と「駐車場解体工事」の２項目に分かれてい

ますが、それぞれ明確な範囲が不明です。エリア若しくは撤去する項目で分

けるものと思われますが、それぞれの範囲をご指示願います。

見積項目として、駐車場解体工事は外構解体に含めます。従って、「駐車場

解体工事」は空欄で結構ですが、費用としては「外構解体・整地工事」に含

めて下さい。

147 様式集 様式23

(様式23)「建築物環境性能効率(BEE値)算定根拠」の中の文章中、「新診療

棟について、CASBEE評価マニュアル 2010年版 (一般財団法人 建築環

境・省エネルギー機構)を参考に、CASBEE-新築(簡易版) 2010年版 評価

ソフトを使用して「評価結果表示シート」及び「スコアシート」を出力し、

本様式に添付してください。」とありますが、最新版は 2016年版です。

2010年版ではなく最新版の 2016年版 評価ソフトを使用したシートを出

力し添付するという解釈で宜しいでしょうか。

よろしいです。2010年版を2016年版と読み替えるものとします。

148
提出書類作成

要領
2 2

(４)

～

(８)

エビデンス資料(契約書、コリンズ、資格者証、健康保険証、従事証明書竣

工図)についても、受付番号をテキストボックス等での記載が必要でしょう

か。また、エビデンス資料の用紙サイズに指定はございますか。

サイズ指定はないが、作成要領に準じて作成して下さい。

149
提出書類作成

要領
4

こちらは、冒頭にある様式２１と様式２４のみに付番するでしょうか。それ

とも、エビデンスを含む全ての資料について、右下にページ番号を付けると

いう認識でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

150
提出書類作成

要領
4、5 4 (２) エ (ア) (様式21)

提案審査(様式21)の提案書において、評価項目ごとにA3サイズの枚数指定

(①～⑤で5枚以内、⑥・⑦で2枚以内、⑧で1枚以内、⑨は単独で1枚(第1回

質疑回答)、⑩1枚以内)の記載があり、全部で10枚(第1回質疑回答)というこ

とですが、全体で10枚であれば、評価項目毎の枚数配分は任意としてもよろ

しいでしょうか。あるいは評価項目毎の指定枚数は順守でしょうか。

評価項目毎の指定枚数は順守して下さい。

151
提出書類作成

要領
5 4 (２) オ 設計図書(様式24)

設計図書(様式24)において、A3サイズとし、枚数指定は②と③はそれぞれ2

枚以内と記載がありますが、その他は記載がありませんので、枚数指定はな

し、という理解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。なお、サイズは全てＡ３とします。

152
提出書類作成

要領
6 4 (２) オ 表中「③」

メインエントランス1箇所、病室(個室、4床室)等を含む4面以内をA3版(カ

ラー)に収めて2枚以内とすること、とありますが、病室については個室・４

床室の2面を必ず含めるということでしょうか。個室・４床室のいずれか１

面を必ず含めると解釈してもよろしいでしょうか。

メインエントランス1箇所、病室(個室、4床室)等を含む4面以内をA3版(カ

ラー)に収めて2枚以内であれば、個室・４床室の面数はご提案下さい。

153
提出書類作成

要領
6 4 (２) オ 表中「⑤」

各階平面図の縮尺が1/300と指定がございますが、説明文などのスペースを

考慮し、必要に応じて1/400の縮尺としても宜しいでしょうか。

よろしいです。

154
事業契約約款

(案)
各所

事業契約約款(案)において「発注者と受注者が協議して定める。」，「協議

の上，発注者が認めた場合には，請求することができる。」及び「協議開始

の日から１４日以内に協議が成立しないときは，発注者が定め受注者に通知

する。」とありますが，本件業務における発注者様・受注者間の協議におい

ては，経緯や事実を踏まえて誠実に協議を行い,客観的に妥当性のある内容で

合意することを前提であり，万一協議が整わなかった場合においても受注者

にとって一方的に不利な判断はなされないものと考えてよろしいでしょう

か。

ご理解の通りです。

155
事業契約約款

(案)
1 第１条(１０)

本契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては，千葉地方裁判所を

もって合意による第一審の専属的管轄裁判所とするものと考えてよろしいで

しょうか。

ご理解の通りです。
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該当資料

資料名 頁 1 (○) ア (ア) a (a) 左記以外
番号 質問内容 回答内容

項番

156
事業契約約款

(案)
5 第１６条

設計成果物又は本件建築物が著作物に該当する場合には，著作権は受注者に

帰属し，発注者様は事業契約約款(案)第１７条(著作物の利用)に基づき，そ

の著作物をご利用いただくものとさせていただけないでしょうか。

ご理解の通りです。

157
事業契約約款

(案)
6 第22条(１)

「ただし，設計業務において生じた本件建築物の計画規模の変更が事業者提

案の延べ床面積に対して１０％以内の増減の場合は，設計業務委託料および

設計業務の実施期間は変更しないものとする。」とありますが，発注者様に

よる追加・変更指示により，設計業務委託料及び設計業務の実施期間が適当

でなくなったと認められる場合には，上記にかかわらず設計業務委託料及び

設計業務実施期間の変更対象としていただけないでしょうか。

事業契約約款に準じて下さい。

158
事業契約約款

(案)
6 第22条(２)

受注者が実施設計成果物を発注者様に提出したのちに，受注者の責めに帰す

べきではない事由により設計変更等を行う必要が生じた場合には，発注者様

の責めに帰すべき事由によるものかにかかわらず，設計業務委託料及び設計

業務の実施期間などの必要な事項について，協議させていただけないでしょ

うか。

また，この場合において，協議が成立しないときは，受注者は発注者様に対

し，理由を明示のうえ，必要と認められる設計業務委託料及び設計業務の実

施期間を請求できるものとさせていただけないでしょうか。

前段：事業契約約款に準じて下さい。

後段：ご理解の通りです。

159
事業契約約款

(案)
7 　第２８条

受注者の責めに帰することができない事由により，入札説明書等の内容に変

更が生じ，工事監理業務の内容を変更する必要があると認められる場合，発

注者様と受注者は工事監理業務の履行期間及び工事監理業務委託料の変更等

について協議するものとし，もし，この協議が成立しないときは，受注者は

発注者様に対し，理由を明示のうえ，必要と認められる工事監理業務の実施

期間及び監理業務委託料の変更を請求することができるものとしていただけ

ないでしょうか。

工事監理業務の実施期間及び監理業務委託料の変更については、いずれも協

議いたします。

160
事業契約約款

(案)
8 第３７条(４)

設計図書に工事材料及び建築設備の機器の品質が明示されていないものがあ

るときは，世間一般に中等の品質と認められる材料等を選定するものとさせ

ていただけないでしょうか。

不可です。当院が中等の品質と認めた場合に限ります。

161
事業契約約款

(案)
8 第３８条

本工事において支給材料及び貸与品は無いものと考えてよろしいでしょう

か。

ご理解の通りです。

162
事業契約約款

(案)
10 第４２条(５)

災害防止などのために，受注者が講じた臨機の措置について，工事請負代金

額に含むことが適当でないと認められるものの費用については発注者様にお

いてご負担いただけないでしょうか。

事業契約約款に準じて下さい。

163
事業契約約款

(案)
10 第４３条(１)

「ただし，その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものに

ついては，第１０条に定める保証の金額を除いた範囲で発注者が負担す

る。」とありますが，契約保証金は受注者が本契約上の義務を履行しない場

合に，その損害の賠償を容易にするためのものであり，第三者損害の損害金

を契約保証金を除いた範囲で賠償するとはどのようなご主旨かご教授いただ

けないでしょうか。

事業契約約款（案）第43条（１）において「第10条に定める保証の金額を除

いた範囲で」を削除とします。

164
事業契約約款

(案)
11 第４７条(２)

破壊検査の結果，設計図書のとおりに実施されていると認められる場合は，

事業契約約款(案)第４１条(３)の定めに従い検査及び復旧に要する費用は発

注者様にご負担いただけるものと考えてよろしいでしょうか。

事業契約約款に準じて下さい。

165
事業契約約款

(案)
11 第４８条(２)(３)

「(２)～前３項の規定を準用する。」及び「(３)第前項の規定にかかわらず

～。」とありますが，かかる記載はいずれも「前項」が正しいものと理解し

てよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

166
事業契約約款

(案)
11 第５０条

本工事において部分使用は無いものと考えてよろしいでしょうか。 大型医療機器の先行搬入等で部分引き渡しを想定します。

167
事業契約約款

(案)
13 第５６条

事業契約約款(案)第５５条第１項⑥に定める場合の取扱いについて，物価変

動の基準となる指数の定めがございますが，法令等の制定若しくは改廃又は

物価，賃金などの変動によって，本契約を締結した時から１年を経過したの

ちの本工事部分に対する本業務対価相当額が客観的に不適当と認められる場

合には，上記指数にかかわらず，請負代金額の変更対象としていただけない

でしょうか。

事業契約約款に準じて下さい。

168
事業契約約款

(案)
14 第５８条

契約不適合の履行の追完について，受注者は発注者様に不相当な負担を課す

るものでないときは，発注者様が請求した方法と異なる方法による履行の追

完をすることができるものとしていただけないでしょうか。

事業契約約款に準じて下さい。

169
事業契約約款

(案)
14 　第５８条(３)

建築設備の機器本体，室内の仕上・装飾，家具，植栽等の施工上の契約不適

合については，引渡しの時，発注者様の検査において一般的な注意の下で発

見できなかった施工上の契約不適合についてのみ，発注者様は，引渡しを受

けた日から１年を経過する日まで，履行の追完等の請求をすることができる

ものとしていただけないでしょうか。

事業契約約款に準じて下さい。
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資料名 頁 1 (○) ア (ア) a (a) 左記以外
番号 質問内容 回答内容

項番

170
事業契約約款

(案)
14 第５８条

発注者様は，契約不適合を理由とした履行の追完の請求，損害賠償の請求，

代金の減額の請求又は本契約の解除請求等を行う場合は，具体的な施工上の

契約不適合の内容，請求する損害額の算定の根拠など当該請求等の根拠を示

し，施工上の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行うものとし

ていただけないでしょうか。

契約締結の際に協議いたします。

171
事業契約約款

(案)
14 第５８条

施工上の契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるとき

は，施工上の契約不適合責任については，民法の定めるところによるものと

していただけないでしょうか。

事業契約約款に準じて下さい。

172
事業契約約款

(案)
14 第５９条(２)

「発注者は，次の各号の一にあたる場合は，書面をもって受注者に通知し

て，本業務を中止し，又は本契約を解除することができる。」とあります

が，受注者の債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微で

あるときは，受注者は契約の解除を免れるものと理解してよろしいでしょう

か。

”軽微”であるかの判断については、協議し、決定いたします。

173
事業契約約款

(案)
15 　第６１条(２)

「前項の規定にかかわらず，発注者は，発注者の生じた実際の損害額が同項

に規定する賠償金の額を超える場合においては，受注者に対しその超過分に

つき賠償を請求することができる。」とありますが，賠償金は損害賠償の予

定として取り扱われるものですので，実際の損害額が賠償金の額を超える場

合でも差額分の損害賠償請求についてはご容赦いただけないでしょうか。

事業契約約款に準じて下さい。

174
事業契約約款

(案)
15 第６２条(１)

「発注者が本業務対価の一部を遅滞したとき。」とありますが「発注者が本

業務対価の一部支払いを遅滞したとき。」が正であると考えてよろしいで

しょうか。

ご理解の通りです。

175
事業契約約款

(案)
16 第６２条(４)

受注者は次の各項目に該当するときは，書面をもって発注者様に通知し本契

約を解除することができるものとしていただけないでしょうか。

(１) 設計業務の中止期間が２か月以上となったと

き。

(２)工事の中止期間が工期の１/４以上になっとき又は２か月以上になったと

き。

事業契約約款に準じて下さい。

176
解体工事につ

いて

構造物以外の外構撤去範囲をご指示ください。 回答「No.4」の通り。

177
解体工事につ

いて

解体後の敷地周囲に柵等の作製指定、及び埋め戻しGL設定等がありました

らご指示ください

柵等はネットフェンスを設置して下さい。

GL設定等は回答「No.98」の通り。

178
解体工事につ

いて

杭引抜後の杭穴埋め戻しは流動化土でよろしいでしょうか。 条例に基づき適切に対応してください。

179
解体工事につ

いて

場内埋め戻し土は良質土でよいでしょうか。 回答「No.98」の通り。

180

参考資料1

敷地平面図他

の敷地地番一

覧図

外構撤去の範囲が不明です。以下と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ

い。

1) 外構解体･整地工事→解体建物ｴﾘｱ(看護宿舎を含む)敷地範囲内の外構撤去

及び整地

駐車場解体工事→第1駐車場(敷地地番127-1は除く)と第2駐車場(敷地地番

211-2は除く)敷地ｴﾘｱ内外構撤去

回答「No.4」の通り。

181 参考資料9

公図写し(計画図)によると成東269号線及び成東267号線と敷地境界の間には

地目が公衆用道路・田となっている部分がございます。これはいずれも道路

区域とみなして、これらに面する敷地境界線は「道路境界線」と考えてよろ

しいでしょうか。

ご理解の通りです。

182
参考資料10-

3_浄化槽

既存浄化槽撤去について、浄化槽内の清掃は別途工事と考えてよろしいで

しょうか。

浄化槽汚泥処分は当院で実施します。

183
参考資料10-

3_中棟

既存建家の解体について、中棟については一部を解体し、新北棟に建替えて

いるようですが、建て替え時に既存中棟の地下躯体及び杭等の地中埋設物は

撤去済と考え、別途工事としてよろしいでしょうか。

前段：既存中棟の地下躯体及び杭等の地中埋設物は撤去しておりません。

後段：本工事に含みます。

184
参考資料10-

3、10-4

中棟の①～⑤、C～H通りＸ線棟及び①～⑤、C～H通り待合室棟が既存図で

は見受けられません。

既存図を再度提示願います。

回答「No.4」の通り。

185 参考資料11

付属棟(ｶﾙﾃ庫､MRI棟､中央物流ｾﾝﾀｰ棟､看護宿舎､車庫棟､浄化槽､ｶﾞｽ庫)にお

いて、ｱｽﾍﾞｽﾄは含まれないものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

回答「No.4」の通り。
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該当資料

資料名 頁 1 (○) ア (ア) a (a) 左記以外
番号 質問内容 回答内容

項番

186 参考資料16

14

15

20

細菌検査室、病理検査室、無菌調剤室のガス欄の「必要」「打合必要」と

は、都市ガス配管が必要と考えてよろしいでしょうか。

都市ガスが「必要」になる可能性が高いため、設計との「打合せ必要」と記

載しています。都市ガスが潤沢にあり、省費用となるためです。

細菌検査室のＣＯ２インキュベーターは、ボンベ運用が主流のため、ガス設

備の必要性について設計との「打合せ必要」と記載しています。

187 参考資料16

栄養部門調理室のガステーブルにガスが「不要」となっておりますが「必

要」と考えてよろしいでしょうか。

栄養部門調理室のガステーブルにガスは「必要」です。

188
参考資料16、

18

18

1

中央材料室のインフラ条件が参考資料16と参考資料18で整合しておりませ

ん。参考資料18を正と考えてよろしいでしょうか。

参考資料18が正のインフラ条件です。

ただし、中央材料室で設置が一般的な医療機器の設備については、病院打合

せを通じて、柔軟に設備条件対応ができるように、必要に応じて提案をして

ください。

189 参考資料17 1

血管造影室は諸室リストにないので、血管造影装置は設置されないと考えて

よろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

190

説明会資料

工事スケ

ジュール

権利者との病院用地取得の交渉は、発注者様で実施することでよろしいで

しょうか。

病院用地取得交渉は、当院で行います。

191 測量図

測量図に記載の方位は磁北ではなく真北と考えて宜しいでしょうか。 平面図記載の方位記号ですが、座標の北（方眼北）です。真北ではありませ

ん。

192 測量成果

選定後、事業者として都市計画法等29条の開発許可や市条例の事前協議等

で、境界確定図を含めた測量図や公図を求められると思います。その図面

は、現在受領している「測量成果(計画地)」の内容を変更して申請すること

になると思いますが、その変更(公図記載の地権者の相続による所有者変

更、境界確定図の開発区域の変更、計算点からコンクリート杭への図示変

更)は、貴院で発注した測量会社(サン測量設計様)が引き続き図面修正等に対

応頂き、事業者への費用を含めての負担はなしと考えてよろしいでしょう

か。

受託者負担です。

193 航空写真

市道成東259号線の道路設計図等は開示していただくことは可能でしょう

か。ご教示願います。

可能です。

194
2011年耐震改

修図(意匠)

D-17

～27

中棟C･⑥通りに外寸1200角程度の煙突の下記の項目について御指示下さ

い。

1) 煙突内部の現況

2) 断熱材の有無及び厚み

3) 有害物質(ｱｽﾍﾞｽﾄ･ﾀﾞｲｵｷｼﾝ)の有無

回答「No.4」の通り。

なお、ダイオキシン調査は未実施です。

調査が必要な場合は、事業者負担で実施して下さい。ダイオキシンが出た場

合は発注者負担で処理します。

195

2011年耐震改

修図(意匠)

煙突ｱｽﾍﾞｽﾄ含

有調査報告書

D-17

～27

中棟⑨-⑩間鋼製煙突の下記の項目について御指示下さい。

1) 鋼製煙突･煙道の径及び厚み

2) 断熱材の厚み

3) ﾀﾞｲｵｷｼﾝの有無

回答「No.4」の通り。

なお、ダイオキシン調査は未実施です。

調査が必要な場合は、事業者負担で実施して下さい。ダイオキシンが出た場

合は発注者負担で処理します。

196
2011年耐震改

修図(意匠)
D-24

中棟屋上ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ置場の防音壁の仕様が不明です。ALC版t100+外側吹付ﾀｲ

ﾙ仕上、内側素地のままとして宜しいでしょうか。御指示下さい。

回答「No.4」の通り。

197

ｶﾙﾃ庫

平面詳細図
A-9

～11

ｶﾙﾃ庫内備品(点線表記)及びｶｰﾃﾝ･ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞの撤去は本見積範囲外と考えて宜し

いでしょうか。本見積範囲がある場合は、詳細を御指示下さい。

見積範囲に含んで下さい。

198 既存建物

現況ではｶﾞｽ庫の位置にFRP製のﾀﾝｸとﾌﾞﾛｯｸ塀がある様ですが不明です。ｶﾞｽ

庫について、詳細を御指示下さい。

回答「No.9」の通り。

199 既存建物

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装は、すべてｱｽｺﾝt50+砕石t150程度で考えて宜しいでしょうか。御

指示下さい。

ご理解のとおりです。

200

中央物流ｾﾝﾀｰ

棟

平面図

中央物流ｾﾝﾀｰ棟内備品(点線表記)及びｶｰﾃﾝ･ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞの撤去は本見積範囲外と

考えて宜しいでしょうか。本見積範囲がある場合は、詳細を御指示下さい。

見積範囲に含んで下さい。

201
既存建物

MRI室

MRI室仕上において、X線遮蔽等の使用はなしと考えて宜しいでしょうか。

御指示下さい。

なしと考えてください。

202
既存建物

MRI棟

MRI棟 各部屋の壁仕上内容が不明です。すべてPBt12.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽで宜しい

でしょうか。御指示下さい。

回答「No.4」の通り。
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該当資料

資料名 頁 1 (○) ア (ア) a (a) 左記以外
番号 質問内容 回答内容

項番

203

既存建物

全棟共通(付属

棟含む)

外部の屋根の防水に外断熱仕様の防水はないものと考えて宜しいでしょう

か。施工箇所がある場合は断熱材の仕様･厚み及び施工範囲を御指示下さ

い。

回答「No.4」の通り。

204

既存建物

現況写真

北棟ｷｬﾉﾋﾟｰ庇･北側風除室前庇の下記の項目について御指示下さい。

1) 屋根仕上はﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板t8程度として宜しい

でしょうか。

2) 円柱の仕上はｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙt1.6+鉄骨胴縁

C-100×50×20×2.3@600程度

   として宜しいでしょうか。

3) 受け鉄骨部材は柱:□-200×200×4.5(小)、

□-300×300×4.5(大)

   梁(幕板)：H-200×100×5.5×8(小)、

H-300×150×5.5×8(大)

   ﾊﾟﾈﾙ受け：□-100×100×2.3、程度

として宜しいでしょうか。

回答「No.4」の通り。

205

既存建物

全棟平面図

現況写真

北棟ﾊﾞﾙｺﾆｰ等の外壁の配管ｽﾍﾟｰｽの前面の壁仕上は窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt16+吹付ﾀ

ｲﾙ+下地鉄骨胴縁組:C-100×50×20×2.3@600程度として宜しいでしょう

か。御指示下さい。

回答「No.4」の通り。

206

既存建物

北棟R階梁床

伏図

現況写真

北棟屋上X0-1･Y1-5間の設備置場の下記の項目について御指示下さい。

1) 柱･梁天端の仕上は塗膜防水仕上として宜しいでしょうか。

2) 柱･梁の仕上は吹付ﾀｲﾙ仕上として宜しいでしょうか。

3) 壁仕上はALC版t100+吹付ﾀｲﾙ仕上として宜しいでしょうか。

回答「No.4」の通り。

207
既存建物

現況写真

南棟南側1階評価記録室前出入口上部の庇はｶﾗｰ鉄板t0.6の小波板仕上+谷樋:

耐酸被覆鋼板t0.6W150×H100と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

回答「No.4」の通り。

208

既存建物

現況写真

南棟北側出入口上部庇の下記の項目について御指示下さい。

1) RC庇は天端塗膜防水仕上、見付･上裏は

吹付ﾀｲﾙ仕上として宜しいでしょうか。

2) RC庇上部の吊り庇はﾙｰﾌﾃﾞｯｷ：ｶﾗｰ鉄板t0.8+

谷樋:耐酸被覆鋼板t0.5W200×H150程度+

幕板:溝形鋼[-150×75×6.5×10

として宜しいでしょうか。

回答「No.4」の通り。

209

看護婦宿舎

平面図･断面図

現況写真
102

看護宿舎のﾊﾞﾙｺﾆｰの下記の項目について御指示下さい。

1) 床仕上は塗膜防水仕上として宜しいでしょうか。

2) 手摺壁(内外)･壁仕上は吹付ﾀｲﾙ仕上として宜しいでしょうか。

3) 天井の仕上はｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞに吹付ﾀｲﾙ仕上として宜しいでしょうか。

4) 手摺上部～ｽﾗﾌﾞ下までの仕上は防風ｽｸﾘｰﾝと考え、仕様は面材：ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰ

ﾄ板t8+一部ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ+ｱﾙﾐ枠として宜しいでしょうか。

回答「No.4」の通り。

210
看護婦宿舎

平面図
102

看護宿舎の下記の項目について御指示下さい。

1) ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端の仕上は塗膜防水仕上として

宜しいでしょうか。

2) 外壁の仕上は吹付ﾀｲﾙ仕上として宜しいで

しょうか。

回答「No.4」の通り。

211

看護婦宿舎

平面図

現況写真
102

看護宿舎の階段室前の庇の下記の項目について御指示下さい。

1) 庇の材種はﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板t8.0程度として宜しいでしょうか。

2) 受け金物はCT-100×100×5.5×8程度として宜しいでしょうか。

3) 吊り材はφ89.1×4.2程度として宜しいでしょうか。

回答「No.4」の通り。

212
既存建物

看護婦宿舎

看護婦宿舎の仕上表をご提示下さい。 回答「No.4」の通り。

213

看護婦宿舎

平面図･断面図

現況写真
102

看護宿舎の階段の下記の項目について御指示下さい。

1) 床･段床の仕上は防水ﾓﾙﾀﾙ仕上+段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ仕上として宜しいでしょ

うか。

2) 腰壁の仕上は吹付ﾀｲﾙ仕上として宜しいでしょうか。

3) 段裏の仕上は吹付ﾀｲﾙ仕上として宜しいでしょうか。

回答「No.4」の通り。

214

車庫･倉庫立面

図

現況写真

102

車庫棟開口部の一部が塞がれていますが、塞いだ壁の仕様はｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

t100H400+上部鉄骨胴縁組+両面ｹｲｶﾙ板t6+塗装仕上と考えて宜しいでしょ

うか。御指示下さい。

回答「No.4」の通り。

215
車庫･倉庫矩計

図
103

車庫棟の矩計図で車庫の壁仕上がFS板t4とありますが、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞのこと

と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

回答「No.4」の通り。

216
既存建物

現況写真

北棟において､南側外来用玄関及び北側救急･見舞･時間外入院玄関のｱﾌﾟﾛｰﾁ

屋根に鉄骨庇がありますが鉄骨詳細が不明です｡御指示下さい。

回答「No.4」の通り。
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217 中棟_構造図

中棟_RC階段A･B･Cの厚み及び配筋が不明です｡

厚みt=150､配筋は下筋･ｲﾅｽﾞﾏ筋φ9＠200ｼﾝｸﾞﾙ、

段鼻筋1-φ13､踊場は厚みt=150配筋はφ9･13＠200ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾛｽと考えて宜しい

でしょうか。御指示下さい。

回答「No.4」の通り。

218

中棟_構造図

南棟_構造図

中棟及び南棟において､土間下地業が不明です｡北棟と同じ砂利地業t=60のみ

と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

回答「No.4」の通り。

219

既存建物

全棟6階平面

図

南棟屋上物干場、冷却塔置場の下記の項目について御指示下さい。

1) 内側の壁仕上、梁型は吹付ﾀｲﾙ仕上として

宜しいでしょうか。

2) 壁の開口部分はｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰとして宜しいで

しょうか。

回答「No.4」の通り。

220

計画地を含めた、作田川からの水路ネットワーク、水流方向(川上、川下方

向)を明示いただけないでしょうか。合わせて、水路の暗渠、開渠の種別や

寸法や構造、材質をご明示願います。

受託者側で踏査して下さい。

221

落札後、行政協議により計画変更が生じた場合は、金額及び工期(工程)の協

議が出来るものとの理解でよろしいでしょうか。

回答「No.41」の通り。

222

落札後、行政協議により計画変更が生じた場合は、金額及び工期(工程)の協

議が出来るものとの理解でよろしいでしょうか。

本計画地の開発(造成)工事を行い、竣工後数年後、本計画敷地外の周囲に現

存する田畑の地盤レベルに影響を及ぼした場合は、協議が出来るものとの理

解でよろしいでしょうか。

前段：回答「No.41」の通り。

後段：要求水準に造成工事が入っているが、現時点で敷地外の田畑に影響を

及ぼすかは検証ができないので、協議に応じるものとします。

223

現在、電話事前予約の上、発熱者診察を行っていると思われますが、件数は

どの程度でしょうか。また、コロナウィルス感染者の入院はありますでしょ

うか。新病院に移行した場合の方針と合わせ、ご教示ください。

前段：発熱外来の患者数は、8人/日です。

中段：当院は、感染症指定医療機関ではありませんが、千葉県の要請により

軽症者までは入院可能な病室を設置(４床)などの対応をしています。

後段：新病院に移行後も現在のところ同様の対応と考えています。

224

既存病院については、増築を繰り返したこともあり、ELVによる「垂直移

動」と建屋間の「水平移動」が混在した計画となっております。既存病院の

動線でよい点・お困りの点があれば教示願います。

既存病院で困っている点は、増改築を繰り返し建築したため、動線の悪さが

最も困っているところです。

225

上記に関係し既存病院で部門や、諸室の配置でよい点・お困りの点があれば

教示願います。

関連する部門は、出来る限り近接した場所に配置して下さい。

226

昇降機設備の竣工後ﾒﾝﾃﾅﾝｽについては、納入・施工ﾒｰｶｰとの契約となるもの

と考えてよろしいでしょうか。

現状は未定です。

227

計画地において、下水道は通っていないものと考えてよろしいでしょうか。

通っていましたら下水道管図をご提示願います。

山武市公共下水道は未実施です。

228

建築工事中の雨水排水の放流先をご指示願います。 原則、水門のある敷地東側（鉄道敷き沿い）の水路の水門より下流側です。

229

ご遺体のお見送りの方法や頻度についてご教示ください。 お見送りの方法は、南棟の裏口からお見送りしております。

頻度は、約22人/月です。(令和元年度実績)
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