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１ 入札説明書の位置づけ 

本入札説明書は、地方独立行政法人さんむ医療センター（以下「当院」という。）が実施するさんむ医

療センター建替整備事業（以下「本事業」という。）への入札に参加する事業者（以下「事業者」という。）

を募集し、総合評価一般競争入札（地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 10の 2）に

より選定するために交付するものである。 

 

入札説明書は、以下により構成される。 

 

（１） 入札説明書 

（２） 入札説明書別添資料 

ア 別添資料 1 要求水準書  

（ア） 付属資料Ⅰ さんむ医療センター建替整備基本計画 平成 31年 3月 

（イ） 付属資料Ⅱ 諸室リスト・凡例 

（ウ） 付属資料Ⅲ 施設整備業務等における事業者と当院との業務区分表 

イ 別添資料 2 落札者決定基準 

ウ 別添資料 3 様式集 

エ 別添資料 4 提出書類作成要領 

オ 別添資料 5 事業契約書（案） 

カ 別添資料 6 事業契約約款（案） 

キ 別添資料 7 参考資料 

 

なお、入札説明書に添付する別添資料は、入札説明書と一体のものである（以下、入札説明書及び入

札説明書別添資料並びにそれに係る質問回答書を総称して「入札説明書等」という。）。入札説明書等の

うち、上記「（２）オ」および「（２）カ」の書類を除く全ての資料は、事業者が提案書類を作成する上

での前提となる。 
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２ 事業の概要 

（１） 事業名 

地方独立行政法人さんむ医療センター建替整備事業 

 

（２） 建設地の概要 

ア 建設計画地 

千葉県山武市成東 202-2他 

 

イ 敷地面積 

約 34,800㎡ 

 

ウ 都市計画等 

項目 内容 

都市計画 区域内 

区域区分 非設定 

地域地区 用途地域の指定のない区域 

防火地域・準防火地域 指定なし 

建築基準法第 22条・23条指定区域 

建蔽率 60％ 

基準容積率 200％ 

高さ制限  

 道路高さ制限 適応距離 20ｍ 斜線勾配 1.5 

隣地高さ制限 立上げ高さ 20ｍ 斜線勾配 1.25 

日影規制 対象外（市宅地開発指導要綱において協議有） 

 

（３） 新病院整備方針及び規模 

ア 整備方針 

（ア） 利用者に優しい病院  

 誰もが利用しやすいユニバーサルデザインの導入により、安全で快適な施設整備を行う。 

 利用者動線に配慮し、わかりやすく、移動しやすい計画とする。 

 利用者のアメニティ向上に配慮した設備を整備する。 

 デザイン性に配慮し、癒しと安らぎを提供できる環境を整備する。 

（イ） 職員が働きやすい病院  

 診療に専念できる環境や福利厚生施設を整備し、職員満足度の向上につながる計画とし、

高い医療水準の提供維持を目指す。 

 医局や事務室や休憩室等は可能な限り集約配置し、スタッフ同士の情報共有やコミュニケ

ーションの促進につながる計画とする。 

（ウ） 変化に対応可能な病院  

 医療制度や医療技術や医療需要の変化に対応するため、施設形状の共通化やシンプルな形

状の施設計画を行い、将来への可変性に配慮した計画とする。 
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（エ） 効率的な運用を考慮した病院  

 諸室の集約化や中央化により、省スペース化や業務の効率化を図る。 

 エネルギー技術の採用により水光熱費の低減を図ると共に、適正規模でシンプルな形状の

施設計画およびゾーニングを行うことにより、警備や清掃費等の維持管理費の低減に配慮

した計画とする。 

（オ） 災害に強い病院  

 災害時に必要な病院機能を維持できる施設整備を行う。 

 患者や職員の安全や帰宅困難者に対応できる施設整備を行う。 

 

イ 病床数 

病棟区分 病床数 

一般急性期病棟 95床（49床、46床の計 2病棟） 

回復期リハビリテーション病棟 36床 

地域包括ケア病棟 48床 

緩和ケア病棟 20床 

合計 199床 

 

ウ 診療科構成 

内科／循環器内科／呼吸器内科／消化器内科／緩和ケア内科／外科／大腸・肛門外科／小児

科／産婦人科／整形外科／脳神経外科／耳鼻咽喉科／眼科／泌尿器科／皮膚科／小児外科／

麻酔科／歯科口腔外科／リハビリテーション科 

 

エ 建築概要 

施設名 工事種別 概要 

新病院 新設  

北棟 解体 平成 4年、地上 5階建て 

建築面積 2,176.38㎡、延床面積 7,678.37㎡、 

鉄筋コンクリート造 

中棟 解体 昭和 44年、地上 3階建て 

建築面積 1,339.68.38㎡、延床面積 2,784.96㎡、 

鉄筋コンクリート造 

南棟 解体 昭和 57年、地上 6階建て 

建築面積 1,219.82㎡、延床面積 5,930.38㎡、鉄骨造 

カルテ庫棟 
解体 平成 11年、地上 3階建て  

建築面積 79.14㎡、延床面積 237.42㎡、鉄骨造 

ＭＲＩ棟 
解体 平成 12年、1階平屋建て 

建築面積 121.38㎡、延床面積 121.38㎡、鉄骨造 

中央物流センター棟 
解体 昭和 61年、地上 2階建て 

建築面積 46.41㎡、延床面積 92.82㎡、鉄骨造 

看護宿舎 解体 昭和 56年、4階建て 



 

4 

 

施設名 工事種別 概要 

建築面積 159.232㎡、延床面積 636.928㎡、鉄骨造 

車庫棟 解体 昭和 51年、2階建て 

建築面積 150.07㎡、延床面積 293.42㎡、鉄骨造 

浄化槽 2槽、ガス庫 解体 鉄筋コンクリート造 

 

（４） 業務方式 

本事業の事業方式は、DB（デザインビルド）方式（事業者が新設等を行う施設の設計（基本

設計及び実施設計をいう。）、施工、工事監理等の業務を一括して行う方式をいう。）とする 

 

（５） 業務内容 

ア 施設整備に係る調査（詳細は、別添資料１「要求水準書（本書）」及び「付属資料Ⅲ 施設整

備業務等における事業者と当院との業務区分表」参照） 

イ 本事業に伴う申請等の手続に関する業務 

ウ 施設整備に係る基本設計業務及びその関連業務 

エ 施設整備に係る実施設計業務及びその関連業務 

オ 施設整備に係る施工業務（建築工事、電気設備工事、機械設備工事（浄化槽の設置を含む）、

昇降機設備工事、機械搬送設備工事、外構工事、開発工事、計画に伴う敷地周辺道路整備工事、

開発工事に伴う既設水路付替え工事、その他必要となる関連工事一式） 

カ 施設整備に係る工事監理業務 

キ 既存施設の解体業務 

 

（６） 工期 

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。 

現病院の解体及び整地は、令和 7年 3月 20日までには終了させること。 

 

（７） 予定価格（消費税及び地方消費税を除く） 

7,727,272,727円 

※消費税及び地方消費税を加味した金額（8,500,000,000円）の 110分の 100に相当する金

額 

 

（８） 関係法令等の遵守 

事業者は、本事業を実施するにあたり必要とされる関係法令（法律、政令、省令、条例及び

規則）等を遵守するものとする。 

 

（９） 地域経済の振興 

事業者においては、地元企業や資材等の活用による地域経済の振興に配慮することが期待さ

れる。 
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３ 事業者の募集等に関する事項 

（１） 事業者の募集及び選定の方法 

事業者の募集及び選定は、総合評価一般競争入札によるものとする。 

本事業の入札手続は、下記のとおり、「ア 一般競争入札参加資格要件確認（本事業の入札に

参加する者（以下「応募者」という。）の参加資格要件確認）」、「イ 総合評価（提案内容等の

審査）」の 2段階により実施する。 

ア 一般競争入札参加資格要件確認（応募者の参加資格要件確認） 

一般競争入札参加資格要件の確認として、「４（１）応募者の構成等」に規定する応募者が、

「４（２）応募者の参加資格要件」に規定する参加資格要件を満たしているかどうかを確認す

る。 

イ 総合評価（提案内容等の審査） 

上記「ア」により一般競争入札参加資格要件を有すると確認された応募者から提出された入

札金額及び提案内容を総合的に評価した上で、落札者を決定する。なお、提案内容の審査は、

書面によるほか、プレゼンテーション・ヒアリングを通じて行う予定である。 

 

（２） 本事業の設計及び施工等に関する要求水準等 

本事業を実施する上で、事業者が実施すべき業務及び内容は、入札説明書別添資料１「要求

水準書」として提示する。 

 

４ 参加資格要件 

（１） 応募者の構成等 

ア 応募者の構成は以下に示す 3つの形態のいずれかとする。 

（ア） 建設企業単独 

（イ） 建設企業と設計企業のグループ 

（ウ） 特定建設工事共同企業体（特定ＪＶ）と設計企業のグループ 

イ 応募者が建設企業単独の場合（ア）は、当該企業が参加手続きを実施すること。 

ウ 応募者が建設企業と設計企業のグループの場合（イ）は、以下の点に留意すること。 

（ア） 病院の契約の相手方となる建設企業（以下、「代表企業」という。）と、当該企業から直接

業務を受託又は請け負う設計企業（以下、「協力企業」という。）から構成されること。な

お、代表企業は建設工事を担当するものとし、協力企業は設計業務を担当するものとする。 

（イ） 協力企業の変更は、原則として認めない。ただし、当院が承認した場合は、この限りでない。 

（ウ） 代表企業が入札手続きを行うこと。 

エ 応募者が特定建設工事共同企業体（特定ＪＶ）と設計企業のグループの場合（ウ）は、以下の

点に留意すること。 

（ア） 病院の契約の相手方となる特定ＪＶと、そのＪＶ代表者から直接業務を受託又は請け負う設

計企業（以下「ＪＶ 協力企業」という。）から構成されること 

（イ） 特定ＪＶ の代表者（以下「ＪＶ代表者」という。）の出資比率は、構成員のうち最大の出

資比率であり、ＪＶ代表者以外の構成員（以下「ＪＶ 構成員」という。）の出資比率は 2

者の場合は 30パーセント以上、3社の場合は 20パーセント以上であること。 

（ウ） ＪＶ 代表者、ＪＶ構成員及びＪＶ協力企業の変更は、原則として認めない。ただし、当院

が承認した場合は、この限りでない。 
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（エ） ＪＶ代表者がグループを代表して入札手続きを行うこと。 

オ 一方の応募者又は応募者の一員として本事業に応募した者は、他の応募者又は他の応募者の一

員になることはできない。 

カ 応募者は、一般競争入札参加資格要件確認申請書をはじめとした参加資格要件の確認に必要な

書類（以下「参加資格要件確認書類」という。）の提出の際に、イの（ア）に示す「代表企業

及び協力企業」、イの（イ）に示す「ＪＶ 代表者、ＪＶ構成員及びＪＶ協力企業」並びに担当

分野を明記すること。 

キ 応募者を構成する各法人の定義及び要件は以下のとおりとする。 

定義 

代表企業 グループを代表し、入札参加手続き等を行う者であり、法人の中で出資比率が最

大の者をいう。 

構成員 グループの構成における構成員とは、代表企業以外（イの（ア）に示す「協力企

業」、イの（イ）に示す「ＪＶ構成員及びＪＶ協力企業」）の者をいう。 

ク 応募者の代表企業及び構成員は、本事業の入札に参加しようとする他の応募者の代表企業及び

構成員として参加してはならない。 

 

（２） 応募者の参加資格要件 

ア 共通事項 

代表企業及び構成員を構成する法人は、いずれも以下の要件を満たすこと。 

（ア） 2019年度・2020年度さんむ医療センター入札参加資格者名簿に登載されていること。 

（イ） 次の各号に該当しない者であること。 

a 政令第 167条の 4第 1項の規定に該当する者 

b 地方独立行政法人さんむ医療センター契約規程（平成 22年規程第 37号）第 4条第 3 項、 

山武市建設工事等請負業者指名停止措置要領（平成 18年山武市訓令第 40号）、千葉県建

設工事請負業者等指名停止措置要領（昭和 60年 4月 5日千葉県制定）又は千葉県物品等

指名競争入札参加者指名停止等基準に基づく指名停止期間中の者 

c 山武市建設工事等暴力団排除措置要綱（平成 18年山武市告示第 27号）又は千葉県建設工

事等暴力団対策措置要綱（昭和 63年 4月 1日千葉県制定）に基づく指名除外期間中の者 

d 手形交換所による取引停止処分受けてから 2年を経過しない者 

e 6か月以内に手形又は小切手を不渡りした者 

f 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に規定する更生手続の適用を申請した者で、同法

に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないもの 

g 民事再生法（平成 11年法律第 225号）に規定する再生手続の適用を申請した者で、同法

に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないもの 

（ウ） 次に掲げる者が、同時に参加していない者であること。 

a 代表企業及び構成員の役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準

ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業

務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有す

るものと認められる者をいう。）他の入札参加者へ総資本額の50パーセント以上を出資し、

又は出資を受けている者 
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b 組合とその構成企業 

c 代表企業及び構成員の役員等が、次のいずれかに該当する者 

・配偶者 

・直系血族 

・兄弟姉妹 

 

（エ） 次に掲げる本事業に係る病院のアドバイザーである法人又は当該法人との間で資本関係若

しくは人的関係を有する者でないこと。 

a 商号 アイテック株式会社 

所在地 東京都中央区日本橋本町 1丁目 6番 5号 

b 商号 株式会社プラスＰＭ 

所在地 大阪府大阪市北区西天満 2丁目 8番 5号 西天満大治ビル 

c 地方独立行政法人さんむ医療センター建替整備事業にかかる設計・施工一括発注方式（DB

方式）業者選定委員会委員（以下「選定委員会」という）（詳細は、7ページ（２）選定委

員会の設置 参照）の委員が属する法人又はその関係会社ではないこと。 

d 本事業の入札に参加しようとする他の応募者又は代表企業及び構成員でない者であるこ

と。 

 

イ 本事業の設計業務を行う者 

（ア） 建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 23条第 1項の規定による一級建築士事務所の登録

を受けた者であること。 

（イ） 一般競争入札参加資格要件確認基準日において、平成 21年 4月 1日以降に設計又は竣工し

た一般病床 150床以上の病院の新築、増築又は改築に係る工事の設計業務を主契約者（共同

企業体案件の場合には当該グループの構成員の中で最大の出資比率を有する者。以下同じ。）

として受注した実績を有していること。ただし、増築の場合は増築部分が 100床以上のもの

とする。 

（ウ） 管理技術者（本設計業務全般の管理及び統括を行う者をいう。以下同じ。）として、一級建

築士の資格を有する者（「（イ）」の実績に関し、管理技術者の立場で従事した実績を有し、

設計業務を実施する者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者で、参加要件確認書類提出

日において雇用期間が 3か月以上経過しているものに限る。）を専任で配置することができ

ること。 

（エ） 建築意匠担当主任技術者として、平成 21年 4月 1日以降に設計が完了又は竣工した一般病

床 150床以上の病院の新築、増築又は改築に係る工事（増築の場合は、増築部分が 100床

以上のものに限る。）の設計業務の実績を有し、一級建築士の資格を有する者（設計業務を

実施する者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者で、参加要件確認書類提出日において

雇用期間が 3か月以上経過しているものに限る。）を専任で配置することができること。 

（オ） 建築構造担当主任技術者として、平成 21年 4月 1日以降に設計が完了又は竣工した一般病

床 150床以上の病院の新築、又は延床面積 10,000 ㎡以上の鉄筋コンクリート造、鉄骨造又

は鉄骨鉄筋コンクリート造で、かつ地上 3階建て以上の建物の新築工事の設計業務の実績を

有し、構造設計一級建築士の資格を有する者（設計業務を実施する者と直接的かつ恒常的な
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雇用関係を有する者で、参加要件確認書類提出日において雇用期間が 3か月以上経過してい

るものに限る。）を配置することができること。 

（カ） 電気設備担当主任技術者として、平成 21年 4月 1日以降に設計が完了又は竣工した一般病

床 150床以上の病院の新築、増築又は改築に係る工事（増築の場合は、増築部分が 100床

以上のものに限る。）の設計業務の実績を有し、設備設計一級建築士又は建築設備士の資格

を有する者（設計業務を実施する者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者で、参加要件

確認書類提出日において雇用期間が 3か月以上経過しているものに限る。）を配置すること

ができること。なお、設備設計一級建築士又は建築設備士の資格を有する者を専任で配置し

た場合は加点とする。 

（キ） 機械設備担当主任技術者として、平成 21年 4月 1日以降に設計が完了又は竣工した一般病

床 150床以上の病院の新築、増築又は改築に係る工事（増築の場合は、増築部分が 100床

以上のものに限る。）の設計業務の実績を有し、設備設計一級建築士又は建築設備士の資格

を有する者（設計業務を実施する者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者で、参加要件

確認書類提出日において雇用期間が 3か月以上経過しているものに限る。）を配置すること

ができること。なお、設備設計一級建築士又は建築設備士の資格を有する者を専任で配置し

た場合は加点とする。 

（ク） 管理技術者及び各担当主任技術者（管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を

総括する役割を担う者をいう。）は、それぞれ 1名とし、兼任しないこと。 

 

ウ 本事業の工事業務を実施する者 

工事業務を実施する者が複数いる場合は、そのうち少なくとも 1者は「（ア）から（オ）」ま

での全ての要件を満たし、その他の者は「（ア）」の要件を満たすこと。 

（ア） 建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 3条第 1項（第 2号に係る部分に限る。）の規定に

よる特定建設業の許可を受けていること。 

（イ） 建設業法第 27条の 23第 1項の規定による経営事項審査（その審査基準日が一般競争入札

参加要件確認基準日から起算して過去１年７か月以内であるもののうち、直近のものに限

る。）の結果通知書の総合評定値が、建築一式工事において 1500点以上の者であること。 

（ウ） 現場代理人（工事業務を実施する者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者で、参加要件

確認書類提出日において雇用期間が 3か月以上経過しているものに限る。）を配置できるこ

と。ただし、監理技術者（建設業法第 26条第 2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。）

が現場代理人を兼務することは、可能とする。 

（エ） 一般競争入札参加要件確認基準日において、平成 21年 4月 1日以降に完了した一般病床 150

床以上の病院の新築、増築又は改築に係る工事（増築の場合は、増築部分が 100床以上のも

のに限る。）の業務を主契約者として受注した実績を有していること。 

（オ） 監理技術者として、一級建築施工管理技士又は一級建築士のいずれかの資格を有し、建築工

事業に対応した監理技術者資格者証の交付を受け、及び監理技術者講習修了証を取得した者

（（エ）の実績に関し、全工程の 2分の 1以上の期間にわたり、監理技術者又は工事担当者

のいずれかの立場で従事した実績を有し、工事業務を実施する者と直接的かつ恒常的な雇用

関係を有する者で、参加要件確認書類提出日において雇用期間が 3か月以上経過しているも

のに限る。）を専任で配置することができること。 
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エ 工事監理業務を実施する者 

工事監理業務を実施する者が複数いる場合は、そのうち少なくとも 1者は「（ア）から（ウ）」

までの全ての要件を満たし、その他の者は「（ア）から（イ）」までの要件を満たすこと。 

（ア） 建築士法第 23条第 1項の規定による一級建築士事務所の登録を受けた者であること。 

（イ） 本事業における工事業務を実施する者でないこと。 

（ウ） 一般競争入札参加要件確認基準日において、平成 21年 4月 1日以降に完成した一般病床 150

床以上（増築の場合は増築部分が 100床以上のもの）の病院建物の工事監理業務を主契約者

として受注した実績を有していること。 

 

（３） 応募者を構成する法人の変更 

一般競争入札参加資格要件確認書類を提出してから契約締結に至るまでの間、グループを構

成する法人の変更は認めない。ただし、特別の事情があり、やむを得ないと当院が認めた場合

は、この限りでない。 

 

（４） 一般競争入札参加資格要件確認基準日 

一般競争入札参加資格要件確認基準日は、令和 2年 6月 8日（月）とする。 

 

（５） 参加資格要件の喪失 

応募者を構成する法人が、「４（２）」に示す参加資格要件について、一般競争入札参加資格

要件確認基準日から当院が落札者を決定した日までの間において、当該要件を満たさなくなっ

た場合、原則として当該応募者の一般競争入札参加資格要件を取り消すものとする。 

なお、落札者の決定後、事業契約締結までの間において、当該落札者が「４（２）」に掲げる

要件のいずれかを満たさなくなった場合には、当該事業契約を締結しないことがある。 

 

５ 事業者選定のスケジュール等  

（１） 事業者選定のスケジュール 

事業者選定に当たってのスケジュールは、以下のとおりである。なお、事業選定スケジュー

ルは、今後、新型コロナウイルスに対する社会状況等により、変更になる可能性がある。 

スケジュール 事業者選定プロセス 

令和 2年 5月 15日（金） 入札公告、入札説明書等交付開始 

令和 2年 5月 20日（水） 入札説明書等に関する説明会の開催 

令和 2年 5月 25日（月）まで 入札説明書等に関する質問等【第1回】の受付期限 

令和 2年 6月 1日（月） 入札説明書等に関する質問等【第1回】への回答公表 

令和 2年 6月 2日（火）～6月 8日（月） 参加資格要件確認書類の受付期間 

令和 2年 6月 12日（金） 参加資格要件確認結果の通知 

令和 2年 7月 6日（月）～8日（水） 個別現場説明会の実施予定期間 

令和 2年 7月 17日（金）まで 入札説明書等に関する質問等【第2回】の受付期限 

令和 2年 7月 31日（金） 入札説明書等に関する質問等【第2回】への回答公表 

令和 2年 9月 17日（木）まで 入札提案書類の受付期間、開札 

令和 2年 10月 26日（月）～28日（水） プレゼンテーション、選定委員会 
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スケジュール 事業者選定プロセス 

令和 2年 11月 5日（木）（予定） 落札者の決定及び公表 

令和 2年 11月上旬（予定） 契約締結 

 

（２） 入札説明書等の交付 

入札説明書等を以下のとおり交付する。なお、入札説明書等は、当院のホームページに掲載

する。 

ア 交付期間 

この公告の日から令和 2年 6月 8日（月）までの執務時間中（月曜日から金曜日まで（国民

の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日を除く。）の 9時 00分から

16時 30分までをいう。以下同じ。） 

イ 交付場所 

「９（３）」に掲げる事務局とする。 

ウ 留意事項 

入札説明書等のうち、参考資料は当院のホームページでは掲載しないため、「９（３）」に掲

げる事務局にて交付する。ただし、参考資料３～９および参考資料１２、１５は入札説明会に

参加した者の中から希望者に渡す。それ以外の参考資料については、参加資格要件の確認を受

けたグループの代表企業に渡す。 

 

（３） 入札説明書等に関する説明会及び質問・意見の受付等について 

ア 入札説明書等に関する説明会 

当院は、以下のとおり、入札説明書等に関する説明会を開催する。 

 

イ 入札説明書等に関する質問・意見の受付 

（ア） 質問等の方法 

項目 内容 

開催日時 令和 2年 5月 20日（水）13時 30分から 15時 30分 

開催場所  山武市役所 第 5会議室（新館 3階） 

参加者等 本事業への参画を希望する事業者。ただし、1者につき 2名までとする。参加希望

者は令和 2 年 5 月 19 日（火）の執務時間中までに、入札説明書別添資料 3「様式

集」（様式 1）「入札説明書等に関する説明会参加申込書」に従い記入し、「９（３）」

に掲げる事務局に電子メールにて申し込みを行うこと。 

当日の連絡先 さんむ医療センター 病院建設準備室 

TEL：0475-82-2521（内線 2306） 

その他 説明会では、入札説明書等の公告資料については配布を行わないため、参加者は当

院のホームページからダウンロードする等各自持参すること。 

当日の質問は受け付けるが、正式な回答ではないため、改めて書面にて質問を提出

すること。 
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質問・意見の内容を分かり易く簡潔にまとめ、入札説明書別添資料 3「様式集」（様式 2）「入

札説明書等に関する質問書」に従い記入し、提出すること。なお、第 2回の質問等は、参加資

格要件の確認を受けたグループの代表企業より提出すること。 

 

（イ） 受付期間 

 

（ウ） 提出方法 

電子メールで下記宛に提出すること。なお、電子メールの着信確認は送信者の責任において

行うこと。 

 

（エ） 提出先 

「９（３）」に掲げる事務局とする。 

 

（オ） 入札説明書等に関する質問等に対する回答 

提出された質問に対する回答については、質問者を特定できないようにした上で、質問者の

ノウハウに関すると判断される質問を除き、当院のホームページで公表する。 

なお、質問者のノウハウに関すると判断される質問に対する回答は、公表時期及び公表方法

に関わらず、適宜当該質問者に対して通知する。 

 

（カ） 留意事項 

入札説明書等（特に別添資料１「要求水準書」など）の内容が書面のみでは明瞭化し難いた

め、応募者が入札提出書類を作成する際に、要求水準を満たしているか否かについて、自らで

は判断し難い事項が含まれているものと認識している。 

このため、応募者は、動線計画、配置計画及び諸室面積に係る水準について、第２回入札説

明書等に関する質問等における前述の「ノウハウに関する質問」として、任意の様式（図面等

を含む。）で質問することができる。なお、当該質問時の内容は、入札提出書類の内容を拘束

するものではなく、また、その内容は、審査に一切影響するものではない。 

 

（４） 参加資格要件の確認等 

ア 参加資格要件確認書類の受付等 

本事業の入札に参加する者は、以下の手順により、参加資格要件確認書類を当院に提出し、

確認を受けること。 

（ア） 受付期間 

令和 2年 6月 2日（火）から 6月 8日（月）までの執務時間中 

（イ） 提出方法 

書類は持参により提出するものとし、郵送、電報及び電送による提出は認めない。 

（ウ） 提出先 

項目 内容 

第 1回 令和 2年 5月 25日（月）までの執務時間中 

第 2回 令和 2年 7月 17日（金）までの執務時間中 



 

12 

 

「９（３）」に掲げる事務局とする。 

 

イ 参加資格要件確認書類の構成等 

入札説明書別添資料 3「様式集」における様式 3から様式 7-5により構成される。 

本事業の入札に建設企業単独で参加する場合は、様式 5の提出は不要である。 

 

ウ 参加資格要件の確認方法 

参加資格要件の確認は、応募者が「４（２）」に規定する参加資格要件を満たしているか否か

を確認する。 

なお、当該確認は、原則として書面によるものとする。 

 

エ 参加資格要件確認結果の通知 

参加資格要件確認の結果は、参加資格要件確認書類を提出した応募者の代表企業に対して、

令和 2年 6月 12日（金）までに、書面により通知する。 

なお、本入札に参加する要件がないとされた者に対しては、その理由を付して通知する。 

 

（５） 個別現場説明会の実施 

ア 目的 

本事業は、病院施設の建替整備事業という特殊性の高い事業であり、また別添資料 1「要求

水準書」等で示す内容に関して、当院と応募者間の十分な意思疎通を図ることによって、応募

者が本事業の趣旨及び当院の意図を理解し、この趣旨等に沿ったよりよい提案を受けることを

目的に、参加資格要件の確認を受けた応募者を対象に個別現場説明会を実施する。 

個別現場説明会の実施にあたっては、応募者間での公平性・透明性の確保に配慮する。 

 

イ 個別現場説明会参加申請書等の提出 

参加資格要件の確認を受けた応募者は、その後に実施される個別現場説明会に参加すること

ができる。希望者は、以下の手順に基づき、個別現場説明会参加申請書等を提出すること。各

書類の詳細は、入札説明書別添資料 3「様式集（様式 8から様式 10まで）」を参照のこと。 

 

（ア） 提出書類 

a 個別現場説明会参加申請書（様式 8） 

個別現場説明会への参加を希望する旨（希望日程等を含む）の申請書 

b 個別現場説明会に関する誓約書（様式 9） 

応募者間での公平性・透明性の確保に配慮した上で、有益な意見交換を円滑に行うために必

要な事項として、後日、応募者に対して通知される実施要領等の内容を遵守する旨の誓約書 

c 個別現場説明会における議題内容等申請書（様式 10） 

当日に議題として取り上げることを望む内容に関する申請書 

 

（イ） 受付期間 

令和 2年 6月 15日（月）から 6月 19日（金）までの執務時間中 
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（ウ） 提出方法 

書類は持参により提出するものとし、郵送、電報及び電送による提出は認めない。 

 

（エ） 提出先 

「９（３）」に掲げる事務局とする。 

 

ウ 個別現場説明会の実施予定期間 

令和 2年 7月 6日（月）から 7月 8日（水）まで 

 

エ 資料等の持込み 

対面・口頭による意見交換を原則とする。ただし、相互の意思疎通を円滑に図るために必要

がある場合は、応募者が自ら個別現場説明会の場に図面、資料等を提示することは可能とする。 

 

オ その他の実施要領等の交付 

その他、個別現場説明会に関する実施要領等については、参加資格要件確認結果通知書とあ

わせて応募者又は代表企業に交付する。 

 

（６） 入札の辞退 

参加資格要件確認結果通知書の送付を受けた応募者は、「５（７）カ」に示す開札までの間、

入札辞退届（様式 17）を当院に持参又は郵送により提出することで、随時、入札を辞退する

ことができる。 

なお、入札を辞退した者が、これを理由として、以後の競争入札において、不利益な取扱い

を受けるものではない。 

 

（７） 入札手続き 

ア 入札提出書類の提出 

応募者の代表企業は、以下の手順に従い、入札書及び本事業に関する提案内容を記載した提

案書類（以下「入札提出書類」という。）を当院に提出する。 

 

（ア） 受付期間 

令和 2年 9月 17日（木）までの執務時間中 

 

（イ） 提出方法 

入札提出書類は持参により提出するものとし、郵送、電報及び電送による提出は認めない。 

 

（ウ） 提出先 

「９（３）」に掲げる事務局とする。 

 

イ 入札提出書類について 

入札提出書類の構成（部数を含む）及び作成要領等については、入札説明書別添資料 3「様

式集（様式 11から様式 16、様式 18から様式 25、CD-ROMまで）」を参照のこと。 
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ウ 入札提出書類の取扱い 

（ア） 著作権 

入札提出書類に含まれる著作物の著作権は応募者に帰属するが、当院が公表、展示及びその

他本事業に関し必要と認める用途に用いる場合、当院は、これを無償で使用できるものとする。

また、入札提出書類については、返却しない。 

 

（イ） 特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護

される第三者の権利となっている工事材料、施工方法等を使用したことに起因する責任は、提

案を行った応募者が負うものとする。 

 

エ 当院からの提示資料の取扱い 

当院が公表等により提示する資料は、本事業への応募に際しての検討以外の目的で使用する

ことはできない。 

 

オ 入札に当っての留意事項 

（ア） 入札書（入札説明書別添資料 3「様式集」（様式 15））は、任意の封筒に入れ密封し、封筒の

表には、必ず「宛名」、「応募者名」及び「「何月何日 さんむ医療センター建替整備事業に

係る入札書在中」の旨を朱書きで記載すること。 

（イ） 入札書に記載される入札金額は、消費税及び地方消費税を含めない金額とする。 

（ウ） 応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成 4年 5月 20日法律第 51号）に

定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。また、書類の文字及び印影を、明瞭

で、かつ消滅しないもので記載し、入札金額は、アラビア数字を用いること。 

（エ） 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならな

い。ただし、金額部分の訂正は認めない。 

（オ） 提出時には身分を証明できるもの（社員証、運転免許証等）を持参すること。 

（カ） 応募者がいないときは、入札を中止するものとする。 

（キ） 入札にあたっては、「私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律」（昭和 22年法律

第 54号）に抵触する行為を行ってはならない。また、公正に入札を執行できないと認めら

れる場合、またはその恐れがある場合は、当該入札者を入札に参加させず、または入札の執

行を延期し、もしくは取りやめることがある。なお、後日、不正な行為が判明した場合には、

契約の解除等の措置をとることがある。 

（ク） 応募者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の応募者と入札金額又は入札意思に

ついていかなる相談も行わず、独自に金額を定めなければならない。また、落札者の決定前

に他の応募者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。 

（ケ） 応募者は、2つ以上の提案を行うことはできない。 

（コ） 入札提出書類の提出後、その変更、差し替え、再提出又は撤回することは認めない。ただし、

当該規定は入札提出書類の審査の過程において、当院が提案内容の明瞭化等に係る作業を行

うことを妨げるものではない。 
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（サ） 応募者は、入札後、入札説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てるこ

とはできない。 

 

カ 開札に当っての留意事項 

開札をした場合において、入札金額が予定価格の範囲に達した入札がないときにおいても、

再度の入札は行わない。 

 

キ 入札の無効 

次のいずれかに該当する場合、入札は無効とする。 

（ア） 入札に参加する資格がない者がした入札 

（イ） 一般競争入札参加資格要件確認書類その他の一切の書類に虚偽の記載をした者の入札 

（ウ） 代理権限のない者のした入札 

（エ） 郵便により入札提出書類を提出する場合において、その送付された入札提出書類が定められ

た日時までに定められた場所に到着しないもの 

（オ） 入札提出書類の記載事項が不明なもの又は入札提出書類に記名若しくは押印のないもの 

（カ） 入札提出書類が不足しているもの 

（キ） 同一の応募者が 2通以上の入札書を提出したもの 

（ク） 他人の代理を兼ね又は 2人以上の代理をした者に係る入札 

（ケ） 入札書の金額を改ざんし又は訂正したもの 

（コ） 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和 22年法律第 54号）に違反し、

価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不正に阻害したと認められる者の提出し

た入札 

（サ） 予定価格を超える金額で入札したもの 

（シ） その他入札に関する条件に違反したとき 

 

６ 応募に際しての留意事項 

（１） 費用負担 

応募に関して必要な費用は、全て応募者の負担とする。 

 

（２） 入札保証金 

入札保証金は、免除する。 

 

７ 審査及び選定に関する事項 

（１） 審査及び選定に関する基本的な考え方 

審査の詳細は、別添資料 2「落札者決定基準」を参照のこと。 

 

（２） 選定委員会の設置 

事業者選定に際しては、学識経験者等の外部委員等により構成される「地方独立行政法人さ

んむ医療センター建替整備事業にかかる設計・施工一括発注方式（DB方式）業者選定委員会

委員（以下「選定委員会」という。）を設置し、意見を聴くものとする。 
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（３） ヒアリングについて 

当院は、提案内容の詳細の確認等を目的として、審査委員会において、応募者に対して個別

にヒアリングを行うことを予定している。ヒアリング実施の有無、日時及び方法等については、

別途、応募者又は代表企業に対して通知する。 

 

（４） 審査及び選定結果並びに公表方法 

選定委員会における審査及び選定の概要については、当院のホームページにより公表する。 

 

（５） 落札者の決定結果の公表方法 

落札者の決定を行った場合には、当院は、その結果について速やかに応募者又は代表企業に

対して通知するとともに当院のホームページ等により公表する。 

 

８ 本事業における契約の基本的な考え方 

（１） 事業契約に関する基本的な考え方 

ア 事業契約の締結 

当院は、落札者となったグループとの間で事業契約を締結するものとする。詳細は、入札説

明書別添資料 5「事業契約書（案）」を参照のこと。 

 

イ 落札者決定後から契約締結までの特記事項 

落札者決定後から契約締結までの各種費用負担及び手続き条件等は以下のとおりである。 

（ア） 落札者としての決定を受けて以降、契約締結までに係る費用は、事業者側の負担とする。 

（イ） 落札者が契約を締結しない場合、予定価格の範囲内で加点審査における「総合評価点」の得

点の高い者から順に契約交渉を行うことがある（地方自治法施行令第 167条の 2に基づく随

意契約）。 

 

（２） 契約保証金 

契約保証金の取扱いは、入札説明書別添資料 5「事業契約書（案）」第 5条の規定に基づくも

のとする。 

 

９ その他本事業の実施に関する事項 

（１） 応募者を構成する法人の名称の公表 

当院は、開札後、応募者等を構成する法人の名称を公表することができるものとする。 

 

（２） 本事業に係る情報の提供方法 

審査の結果その他本事業に係る情報の提供は、適宜、当院ホームページ等を通じて行う。 

（３） 本事業の事務局及び問合せ先 

本事業の事務局は、以下のとおりである。 

 さんむ医療センター：病院建設準備室 

 所在地： 千葉県山武市成東 167 

 ＴＥＬ：0475-82-2521 

 ＦＡＸ：0475-82-3354 
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 電子メールアドレス  ：h-maru@sanmu-mc.jp 

 ホームページアドレス：URL：http：//www.sanmu-mc.jp 

 

 


