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第１ 入札説明書の位置付け 

本入札説明書は、地方独立行政法人長野市民病院（以下「本院」という。）が実施する地方独立行政

法人長野市民病院増築・改修工事（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、総合評価型一般競争入札により選定するために交付するものである。 
なお、本入札説明書は、競争入札に参加しようとする者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一

般的事項を明らかにするものである。 
 
入札説明書は、下記により構成される。 
１ 入札説明書 
２ 入札説明書別添資料 
（１）別添資料１要求水準書 
（２）別添資料２落札者決定基準 
（３）別添資料３様式集 
（４）別添資料４事業契約書（案） 
（５）別添資料５参考資料 
    ・５-１設計図書 
    ・５-２地質調査結果報告書 
    ・５-３アスベスト調査関連資料 
        
 
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り（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。）、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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第２ 事業の概要 

１ 事業名 

地方独立行政法人長野市民病院増築・改修工事 

２ 建設地の概要 

 建設計画地 
長野県長野市大字富竹１３３３番地１ 

 敷地面積 
５６，４９０．４１㎡ 

 地域地区等 
都市計画区域 都市計画区域内/市街化調整区域 

防火地域 指定なし 

道路幅員 北側(市道)：５．２ｍ 西側(市道)：６．０ｍ 

南側(市道)：４．０ｍ 

用途地域 指定なし 

容積率 ２００％ 

建蔽率 ６０％ 

許可・認定等 都市計画法施行規則第６０条の規定による証明 

高さ制限 絶対高さ制限：なし   

道路斜線制限：あり(道路幅員×１．２５倍(斜線勾配)) 

隣地斜線制限：あり(２０ｍ＋１．２５倍(斜線勾配)) 

北側斜線制限：なし 

日影規制 なし 

その他の規制 騒音規制、排水規制、駐車場附置義務 

３ 整備予定の機能及び規模 

 建物整備方針 
地域の中核病院として、地方独立行政法人の特徴である自立性、機動性、柔軟性、およ

び効率性を最大限発揮した組織運営に努めながら、さらに、高度急性期医療の充実及び

地域医療機関等との機能分担と連携強化を図り、長野医療圏、ひいては広く北信地域全

体に貢献できるこれからの時代にふさわしい公的病院としての使命と責任を果たすとと

もに、市民の健康維持・増進及び市民の福祉の向上に資する市民のための病院となるこ

とを目指し、次の各項目を施設整備方針とする。 
 

 

■整備機能 

【新棟増築】①予防医療の充実（健診センター拡張） 

 ②糖尿病・腎疾患への対応（透析センター拡張） 

 ③地域医療構想に沿った診療体制の整備（地域包括ケア病棟拡張） 

  

 

【既存改修】①患者サポート体制の強化 

 ②患者療養環境・診療体制の強化(既存棟改修・外来の改修等) 

 ③がん医療の充実(がんセンター拡張等) 

 ④救急医療体制の充実(救急ワークステーション) 

 ⑤職場環境の改善に向けた改修  
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 病床数 
一般病床４００床 

内、ＩＣＵ６床、ＳＣＵ１２床、ＨＣＵ・ＥＣＵ２０床 (令和３年１月現在) 

 診療科数 
３５診療科 

内科、神経内科、血液内科、呼吸器内科、消化器内科、肝臓内科、循環器内科、腎臓内科、

内分泌・代謝内科、緩和ケア内科、小児科、外科、消化器外科、肝臓・胆のう・膵臓外科、

呼吸器外科、乳腺外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、リウマチ科、形成外科、

皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、頭頸部外科、リハビリテーション科、

放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、歯科、歯科口腔外科、救急科、病理診断科（令和

２年１月現在） 

 

 建築概要 
施設名 工事種別 概要 

地方独立行政法人 

長野市民病院 
増築・改修 

【増築】健診、透析、地域包括ケアの機能を整備 

【改修】既存病棟、外来、管理・サービス等の機

能を整備 

４ 事業方式 

本事業の事業方式は、実施設計 DB（デザインビルド）方式（事業者が増築・改修を行う施設の

設計（実施設計）、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 

 施設整備に係る調査業務 

 事前調査業務 

 設計業務（実施設計） 

 実施設計業務 

 実施設計に伴う各種申請業務 

 申請等の手続きに関する業務 

 施工業務 

 建設工事 

 建設工事に伴う近隣対策業務 

 工事監理業務 

 その他、上記業務内容を実施するために必要となる関連業務 

※業務の詳細は「別添資料１要求水準書」を参照のこと 

６ 建設工事に伴う各種許認可申請、行政手続き等工期 

事業契約締結の日から令和６年１月３１日 

７ 予定価格（消費税地方消費税を除く） 

(設計費、調査業務(電波障害、井水調査)含む) 
【総額】 2,696,558,000 円 
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※発注者及び受注者は「地方独立行政法人長野市民病院増築・改修工事事業契約約款」に基づき、

物価変動等においては誠意をもって協議を行うものとする。 

※最低制限価格は設定しない。 

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。 
 
 

第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、総合評価型一般競争入札によるものとする。本事業の入札手続は、次

のとおり、（１）一般競争入札参加要件確認（本事業の入札に参加する者（以下「応募者」という。）

の参加要件確認）、（２）総合評価（提案内容等の審査）の２段階により実施する。 

 一般競争入札参加要件確認（応募者の参加要件確認） 
一般競争入札参加要件の確認として、第４．１に規定する応募者が、第４．２に規定す

る参加要件を満たしているかどうかを確認する。 

 総合評価（提案内容等の審査） 
（１）により一般競争入札参加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。 
 
 
第４ 参加要件 

１ 応募者の構成等 

 応募者の構成は、以下に示す２つの形態のいずれかとする。 

 特定建設工事共同企業体（特定 JV） 

 特定建設工事共同企業体（特定 JV）と設計企業のグループ 

 応募者が、特定建設工事共同企業体（以下、「特定 JV」という。）(ア)の場合は、以下

の点に留意すること。 
a 特定 JV は、本件事業の施工を目的として結成され、本件事業の完了により解散する２

社で構成される共同企業体であること。 
b 特定 JV の代表者（以下「JV 代表者」という。）は市内業者または準市内業者とし、出

資比率は構成員のうち最大の出資比率となるものとする。JV 代表者以外の構成員（以

下「JV 構成員」という。）は、市内業者１社とし、出資比率は２０パーセント以上であ

ること。 
c JV 代表者及び JV 構成員の変更は原則として認めない。ただし、本院が承認した場合

はこの限りでない。 
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d JV 代表者が参加手続を代表して実施すること。 
※市内業者とは、長野市内に本社、本店等の主たる営業所を有する者をいう。 
※準市内業者とは、長野市内に支社、支店、営業所等の従たる営業所を有し、入札、契約の

締結及び代金の請求、受領等の権限を付与されている者をいう。 

 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（イ）の場合

は、以下の点に留意すること。 
a 本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。 
b 特定 JV の組成については、（２）a、b に従うこと。 
c 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、本院

が承認した場合は、この限りでない。 
d JV 代表者がグループを代表して参加手続を代表して行うこと。 

 一方の応募者又は応募者の一員として本件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。 

２ 応募者の構成員に関する参加要件 

応募者の構成員に共通する参加要件は、次に揚げる要件を全て満たす者とする。 

 応募者に関する要件（各構成員共通事項） 

 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４第に規定する資格制限

に該当しないものであること。 

 長野市における令和２・３年度一般競争入札等参加資格申請を行い、市が受理した

者で、市の指名停止の措置を受けていない者であること。 

 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く）でないこと。 

 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされ

ている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く）でないこと。 

 長野市暴力団排除条例（平成２７年１月 1日施工）第２条１号から２号までのいず

れにも該当しない者であること。 

 他の応募者の構成員との間に次のいずれかの関係を有する者でないこと。 

(ア) 資本関係 

次のいずれかに該当する２者の関係にある場合。ただし、子会社（会社法（平成１

７年法律第８６号）第２条第３号に規定する子会社をいう。以下同じ。）又は子会社

の一方が民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が続行中の会社又は更生会

社（会社更生法第２条第７項に規定する更生会社をいう。以下同じ。）である場合を

除く。 
a 会社法第２条第４号に規定する親会社（以下「親会社」という。）と子会社の

関係にある場合 

b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

(イ) 人的関係 

次のいずれかに該当する２者の関係にある場合 
a 一方の会社の役員等が、他方の会社の役員等を現に兼ねている場合。ただし、

会社の一方が再生手続き続行中の会社又は更生会社である場合を除く。 
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b 一方の会社の役員等が、他方の会社の民事再生法第６４条第２項又は会社更生

法第６７条第１項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。 

(ウ) その他の関係 

その他（ア）又は（イ）と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場

合。 

 本院が地方独立行政法人長野市民病院増築・改修工事に係る業務を委託している次

に掲げる法人又は当該法人との間にカ(ア)の資本関係若しくはカ（イ）の人的関

係、カ（ウ）のその他の関係を有する者でないこと。 

a 商号 株式会社プラスＰＭ 

所在地 大阪府大阪市北区西天満 2-8-5 西天満大治ビル 

b 商号 株式会社伊藤喜三郎建築研究所 

所在地 東京都豊島区高田２丁目１７番２２号 目白中野ビル３階 

 総合評価審査委員会の委員又は当該法人との間にカ(ア)の資本関係若しくはカ(イ)

の人的関係を有する者でないこと。 

 本事業の設計業務を実施する者 
設計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者はアからコまでの全

ての要件を満たし、その他の者はア及びイの要件を満たすこと。 

【企業の実績】 

 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。 

 一般競争入札参加要件確認基準日において、長野市における令和２・３年度測量・

建設コンサルタント一般競争入札等参加資格申請を行い、市が受理した者で、市の

一般競争入札の指名停止措置を受けていない者であること。ただし、工事業務を行

う者が設計業務を行う場合は、一級建築士事務所の登録がなされていること及び

（３）工事業務の参加要件を満たしていること。 

 一般競争入札参加要件確認基準日において、病院（医療法第 1 条の 5第 1項に規定

する「病院」）のうち、病床（医療法第 7条 2項に規定する「一般病床」）の工事対

象部分が 150 床以上の病院における新築又は改築又は増築の実施設計業務を含む設

計業務を元請として、過去 15年以内（平成 18 年度以降）に 1 件以上受託しかつ履

行した実績を有する者であること。官民の別は問わない。 

 (用語の定義) 

・設計業務とは基本設計、実施設計（建築及び建築設備設計を含む）の業務をいう。 
・新築とは、更地に建物を建設する工事をいう。 
・改築とは、既存建物を解体し、新たに建物を建設する工事をいう。 
・増築とは、既存建物に新たに建物を増設する工事をいう。 

【配置予定技術者の実績】 

 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（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ヶ月以上経過して

いる者）で、病院(病床数、時期は問わない)の設計業務に携わり履行した実績を 1

件以上有する者を配置することができること。 

 建築意匠担当主任技術者として、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
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て雇用期間が３ヶ月以上経過している者）で、病院（病床数、時期は問わない）の

設計業務に携わり履行した実績を１件以上有する者を配置することができること。 

 建築構造担当主任技術者として、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ヶ月以上経過している者）で、病院（病床数、時期は問わ

ない）の設計業務に携わり履行した実績を１件以上有する者を配置することができ

ること。 

 電気設備担当主任技術者として、設備設計一級建築士また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ヶ月以上経過している者）で、病院（病

床数、時期は問わない）の設計業務に携わり履行した実績を１件以上有する者を配

置することができること。 

 機械設備担当主任技術者として、設計一級建築士また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ヶ月以上経過している者）で、病院（病床

数、時期は問わない）の設計業務に携わり履行した実績を１件以上有する者を配置

することができること。 

 管理技術者及び各担当主任技術者は、それぞれ１名とし、兼任しないこと。 

 本事業の工事業務を JV 代表者として実施する者 
ＪＶ代表者として、アからクまでの全ての要件を満たすこと。 

 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。 

 一般競争入札参加要件確認基準日において、長野市における令和２・３年度建設工

事一般競争入札等参加資格申請を行い、市が受理した者で、市の一般競争入札の指

名停止措置を受けていない者であること。 

 建設業法第２７条の２３第１項の規定による経営事項審査（一般競争入札参加要件

確認基準日において有効であるものに限る。）の結果通知書の総合評定値が、建築一

式工事において１，６００点以上の者であること。 

 一般競争入札参加要件確認基準日において、病院（医療法第 1 条の 5第 1項に規定

する「病院」）のうち、病床（医療法第 7条 2項に規定する「一般病床」）の工事対

象部分が 50 床以上の病院における新築または改築、または増築の工事施工実績を元

請として、過去 15年以内（平成 18年度以降）に１件以上受託しかつ履行した実績

を有する者であること。官民の別は問わない。 

 一般競争入札参加要件確認基準日において、病院（医療法第 1 条の 5第 1項に規定

する「病院」）のうち、病床（医療法第 7条 2項に規定する「一般病床」）の数が 200

床以上の病院において外来と病棟を含む対象面積 2,000 ㎡以上の改修工事施工実績

を、元請として、過去 15年以内（平成 18 年度以降）に１件以上受託しかつ履行し

た実績を有する者であること。官民の別は問わない。 

（用語の定義） 
・改修とは、既存建物の部分を修繕する工事をいう。 

 エとオは別の病院でも問題ない。 

 現場代理人（工事業務を実施する者と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ヶ月以上経
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過している者）は、下記（ア）（イ）の実績を有する者を専任で配置することができ

ること。 

(ア) 病院（医療法第 1条の 5第 1項に規定する「病院」）のうち、病床（医療法第 7条

2項に規定する「一般病床」）の数が 50床以上の病院における新築または改築、ま

たは増築の工事施工に従事した実績（全工程の２分の１以上の期間にわたり、現

場代理人、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、過

去 15年以内（平成 18 年度以降）に 1件以上有する者であること。官民の別は問

わない。 

(イ) 病院（医療法第 1条の 5第 1項に規定する「病院」）のうち、病床（医療法第 7条

2項に規定する「一般病床」）の数が 200 床以上の病院において、工期 1ヶ月以上

の居ながら改修工事に従事した実績を過去 15 年以内（平成 18 年度以降）に 1件

以上有する者を配置できること。 

(ウ) （ア）と（イ）は、別の病院でも問題ない。 

※（ア）の実績を現場代理人が有しない場合は、現場代理人に準じる次席（副所

長、工事主任等）がその実績を有することで代えることができるものとする。た

だし、その場合には現場代理人は(イ)の実績を有していなければならない。 

※（イ）の実績を現場代理人が有しない場合は、現場代理人に準じる次席（副所

長、工事主任等）がその実績を有することで代えることができるものとする。た

だし、その場合には現場代理人は(ア)の実績を有していなければならない。 

※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できない。 

 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で、過去 15 年以内（平成 18年度以降）に病院の新築、増築又

は改築に係る工事の実績（全工程の２分の１以上の期間にわたり、現場代理人、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）を有する者を専任で配

置することができること。 

 ＪＶ構成員として本事業の工事業を実施する者 
前項（３）ア及びイの要件を満たすこと。また、下記の要件を満たすこと。 

 令和２・３年度長野市建設工事競争入札参加資格の建築一式工事の格付がＡ級の者

であること。 

 以下の基準を満たす主任技術者（業種「建築」）を、本事業の当該工事に専任で配置

できること。なお、主任技術者の申請人数は３名以内とする。 

(ア) 一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有し、かつ、建築工事業に係る監

理技術者資格証の交付及び監理技術者講習を受けている者であること。 

(イ) 公告日以前において３箇月以上の雇用関係があること。 

(ウ) 工事の着工日において、他の工事に専任する技術者ではないこと。（該当工事の竣

工検査の終了が確認できる場合を除く。） 

(エ) 原則として、着工時に主任技術者を変更することはできない。 

 工事監理業務を実施する者 
工事監理業務を実施する者はアとイの要件を満たすこと。 

 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。 
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 一般競争入札参加要件確認基準日において、長野市における令和２・３年度測量・

建設コンサルタント一般競争入札等参加資格申請を行い、市が受理した者であるこ

と。ただし、工事業務を行う者が工事監理業務を行う場合は、一級建築士事務所の

登録がなされていること及び（３）工事業務の参加要件を満たしていること。 

 過去 15 年以内（平成 18年度以降）に病院の新築、増築又は改築に係る工事の実績

（全工程の２分の１以上の期間にわたり、現場代理人、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）を有する者であること。官民の別は問わない。 

３ 応募者を構成する法人の変更 

一般競争入札参加要件確認書類を提出してから契約締結に至るまでの間、共同事業体を構成す

る法人の変更は認めない。ただし、特別の事情があり、やむを得ないと本院が認めた場合は、この

限りでない。 

４ 一般競争入札参加要件確認基準日 

一般競争入札参加要件確認基準日は、令和３年４月２７日（火）とする。 

５ 参加要件の喪失 

応募者を構成する法人が、第４．２に示す参加要件について、一般競争入札参加要件確認基準日

から本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、当該落札者が第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。 
 
 
第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。 

スケジュール 事業者選定プロセス 

令和３年４月 １日（木） 

入札公告、入札説明等、落札者決定基準交付、入札説明

書等に関する質問(入札参加に関する事項)等【第 1回】

受付開始 

令和３年４月 １日（木）から 

令和３年４月 ８日（木） 
設計図書の配布 

令和３年４月 ５日（月） 
入札説明書等に関する質問（入札参加に関する事項）等

【第１回】の受付期限 

令和３年４月 ９日（金） 
入札説明書等に関する質問（入札参加に関する事項）等

【第１回】への回答公表 

令和３年４月２１日（水） 参加要件確認書類及び対話参加申請書類の提出期限 

令和３年４月２８日（水） 
参加要件確認結果及び対話実施要領の通知、現地確認会

詳細通知、現地確認会参加希望申請書 

令和３年４月３０日（金） 

現地確認会参加希望申請書提出期限、入札説明書等に関

する質問(施設整備計画に関する質問)等【第 2回】及び

対話資料の受付開始 
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令和３年５月 ９日（日） 現地確認会 

令和３年５月１１日（火） 

入札説明書等及び設計図書に関する質問（施設整備計画

に関する質問）等【第２回】及び対話資料の受付期限、

VE 対話希望申請書、VE対話に関する誓約書提出 

令和３年５月１７日（月） 
入札説明書等及び設計図書に関する質問（施設整備計画

に関する質問）等【第２回】への回答 

令和３年５月１７日（月）～ 

令和３年６月４日（金） 
VE 提案書の提出期限 

令和３年５月２４日（月） VE 対話実施要領配布 

令和３年６月７日（月）、６月８日

（火） 
ＶＥ対話ヒアリング 

令和３年６月１４日（月） ＶＥ採否回答 

令和３年６月３０日（水） 技術提案書提出・入札・開札 

令和３年７月５日（月） プレゼンテーション参加者名簿提出期限 

令和３年７月７日（水） プレゼンテーション 

令和３年７月１４日（水） 実施設計施工者の決定・通知（予定） 

令和３年７月３０日（金） 契約締結（予定） 

２ 入札説明書等の交付 

入札説明書等は、本院のホームページに掲載する。 
入札説明書等のうち、別添資料５参考資料はホームページでは掲載しないため、第９．５に掲げ

る事務局にて交付する。なお、参考資料の交付を受ける者は、入札説明書別添資料３「様式集」（様

式１）「守秘義務の遵守に関する誓約書」を記入の上、第９．５に掲げる事務局へ提出したものに

限る。 

３ 入札説明書等に関する質問等の受付について 

 入札説明書等に関する質問等の受付 

ア 質問の方法 

質問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、

参加要件が認められた応募者のみとし、代表企業より提出すること。 
イ 受付期間 

受付期間 

第１回 入札説明書等の質問等 

（入札参加に関する事項） 

令和３年４月１日（木）～令和３年４月５日（月） 

（午前９時から午後５時まで） 

ウ 提出方法 

様式２に質問事項を記載のうえ、電子メールで第９．５に掲げる事務局宛に送付するこ

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。提出媒体は電子媒

体とし Microsoft Excel データにて提出すること。 
エ 提出先 

第９．５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 
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回答時期 

第１回 入札説明書等に関する

質問等 

（入札参加に関する事項） 

令和３年４月９日（金） 

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、本院

のホームページで公表する。 
カ 留意事項 

第１回目の質問は、入札参加に関する事項とする。 

４ 入札参加要件の確認等 

 参加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、参加要件確認書類を本院に提出し、確認

を受けること。 

ア 提出書類 

様式３から様式６－７ 
イ 受付期間 

令和３年４月１日（木）から令和３年４月２１日（水）までの執務時間中 
ウ 提出方法 

書類は持参又は郵送（期間内必着）にて提出する。 
紙媒体 各２部、電子媒体（指定様式の PDF データ）CD-ROM １枚 

エ 提出先 

第９．５に掲げる事務局とする。 

 参加要件確認書類の構成等 

参加要件確認書類の構成（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３から様式６-７まで）」を参照のこと。 

 参加要件の確認方法 

参加要件の確認は、応募者が第４．２に規定する参加要件を満たしているか否かを確認する。

また、参加要件を満たしていても応募者が５社を超えた場合は上位５社を参加企業とする。 

 参加要件確認結果の通知 

参加要件確認の結果は、参加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３年

４月２８日（水）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。 

 入札に参加する要件がないとされた者に対する理由の説明 

ア 入札に参加する要件がないとされた者は、その理由について、本院に対して説明を求める

ことができる。 

イ 上記アの説明を求める場合には、その旨を記載した書面を、令和３年４月３０日（金）ま

での執務時間中に第９．５に掲げる場所に持参して提出すること。郵送、電報及び伝送に

よる書面は受け付けない。 

ウ 上記イに対する回答は、令和３年５月７日（金）までに、書面により行う。 

５ 設計図書等の配布 

当該工事に係る設計図書（発注図面を含む。）は(メール記載事項)を記載したメールを第９．

５に掲げる事務局宛に送付すること。なお、送付の際に、入札説明書別添資料３「様式集」（様

式１）「守秘義務の遵守に関する誓約書」を記入の上添付のこと。当院より大容量メールにて設
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計図書を送付する。なお、受付期間は令和３年４月１日（木）から令和３年４月８日（木）まで

とする。 

(メール記載事項) 

   メールタイトル：「地方独立行政法人長野市民病院増築・改修工事」 

   １．会社名 

   ２．担当者職 

     ３．担当者氏名 

    ４．担当者メールアドレス 

      ５．電話番号 

      ６．ＦＡＸ番号 

※やむを得ない事由によりメール等により入手できない場合に限り、書留郵便によりCD-Rを無料

で交付する。各企業の担当者はその旨をメールに記載の上、送付を依頼すること。  

６ 入札説明書等及び設計図書に関する質問等の受付について 

 設計図書等、技術提案書作成、VE提案に関する質問の受付 

ア 質問等の方法 

質問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）「質

問書」に従い記入し、代表企業より提出すること。 
イ 受付期間 

受付期間 

設計図書等、技術提案書作成、VE

提案の質問 

令和３年４月１日（木）～ 令和３年５月１１日（火）

（午前９時から午後５時まで） 

ウ 提出方法 

様式２に質問事項を記載のうえ、電子メールで第９．５に掲げる事務局宛に送付するこ

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。提出媒体は電子媒

体とし Microsoft Excel データにて提出すること。 
エ 提出先 

第９．５に掲げる事務局とする。 
オ 設計図書等に関する質問等に対する回答 

回答時期 

設計図書等、技術提案書作成、VE

提案の質問回答 

令和３年５月１７日（月） 

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、本院

のホームページで公表する。 
カ 留意事項 

質問は、施設整備計画に関する事項とする。 

７ 現地確認会 

通過者を対象に現地確認会を実施する。 
なお、現地確認会の出席の有無は審査における評価対象とはしない。 

 実施日程：令和３年５月９日（日） 
※詳細な日時、場所については、４月２８日（水）を目処に、本院から参加要件確認結

果により参加要件を満たした各入札参加者へ通知する。 

 参加人数：３名まで 
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 申し込み：令和３年４月２８日（水）の執務時間中までに、現地確認会参加希望申請書

（様式９－１～２）を参加要件確認書類と同封のうえ「第９．５に掲げる場所」に提出

すること。 

 注意事項：現地確認会当日は、質疑はできない。また、現地確認会は当日のみとする。 

８ ＶＥ提案書の提出 

参加資格確認通知書により入札参加資格があると認めた者は、ＶＥ提案書の提出を行うことが

できる。VE 変更許可範囲は、別表１，２を参照のこと。 

 受付期間：令和３年５月１７日（月）～令和３年６月４日（金） 
（土・日・祝日を除く午前９時から午後５時まで） 
※来院時間事前調整のこと。 

 提出場所：「第９.５本事業の事務局及び問合せ先」 

 提出方法：「ＶＥ提案提出書（様式７－１）ＶＥ提案書（７－２）」に必要事項及び質問

内容を記入の上、持参又は郵送（期間内必着）にて提出する。 

 留意事項 
 ＶＥ提案は、基本設計書及び要求水準書に示す機能を満たすとともに、変更により

危惧される機能や品質の低下、工期の延長等を補完する対策を講じるものとする。 

 ＶＥ提案の内容を説明するために、必要に応じ説明資料（Ａ３横）を添付すること

ができる。 

 説明資料（Ａ３横）については、各提案について原案とＶＥ案が１枚以内でわかる

表現とすること。 

９ ＶＥ提案書についての対話 

本院がＶＥ提案書の採否を検討するに当たり、通過者からのＶＥ提案について、内容を確認する

ため、対話の実施期間を設ける。 

 実施日時：令和３年６月７日（月）、６月８日（火）対話時間は 1.5 時間以内とする。

詳細日時については、令和３年５月２４日（月）を目処にＶＥ対話希望者に書面にて通

知する 

 申込方法：ＶＥ提案書についての対話の参加を希望する場合は、令和３年５月１１日

（火）に「ＶＥ対話希望申請書（様式７－３）」と「ＶＥ対話に関する誓約書（様式

８）」を「第９、５本事業の事務局及び問合せ先」まで、電子メール（電話にて受信を

要確認）にて送付する。 

 実施方法：対話はＶＥ提案に関する事項全般を対象とし、対面による質疑応答形式によ

り実施する。 

 対話の対象者：対話は通過者グループ単位で実施する。ただし、参加人数は１グループ

３人までとする。 

 留意事項：説明に必要な資料等は対話参加者各自で持参すること。 
 ＶＥ提案の内容説明については、パソコンでの説明を認める。なお、パソコンでの

説明用プロジェクターは本院にて用意する。 

 ＶＥ対話の日時について、ＶＥ対話参加希望者は、様式７－３の日時の希望欄に、

第一希望、第二希望までを記載し提出する。希望についてはなるべく優先するが、

希望する日程とならない場合がある。 
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１０ ＶＥ提案についての採否の回答 

本院は通過者から提出されたＶＥ提案について、採否を行い、その結果を各通過者へ回答する。

通過者は、採用されたＶＥ提案を取り入れ技術提案書及び見積書を作成する。 

 ＶＥ採否通知日程：令和３年６月１４日（月） 

 回答方法：ＶＥ提案書提出者に限り、電子メールにて個別に回答する。 

 留意事項：採否回答については、提案した提案に対し、各通過者に回答する。（他社の

ＶＥ提案については公開しない。） 

１１ 二次審査提出書類の受付 

 応募提出書類の提出 

参加資格確認通知書により入札参加資格があると認めた者は、次により入札書、内訳書

及び内訳明細書（以下「入札書等」という。）及び施設計画の内容を記載した技術提案

書及びその他関連書類（以下「技術提案書等」という。）を本院に提出する。なお、技

術提案書等は下記の提出方法等によることとし、入札書等は入札価格の確認時に持参す

ること（「１２.入札手続き」参照）。入札書等及び技術提案書等（以下「第二次審査提

出書類」という。）の作成については、様式集に従うこととする。なお、第二次審査に

おいては、各参加グループに対するプレゼンテーションの実施を想定している。 
 提出書類 

様式１１～様式２０－８ 
 受付期間 

令和３年６月３０日（水）の執務時間中 
 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。 
表に「地方独立行政法人長野市民病院増築・改修工事 事業提案書等在中」と朱書

きすること。 
各様式集の記載事項に従い提出すること。 

 提出先 

第９．５に掲げる事務局とする。 

 応募書類の提出について 
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１２）」を参照のこと。 

 応募書類の取扱い 
 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、本院が公表、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、本院は、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。 
 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。 

 本院からの提示資料の取扱い 
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本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。 

１２ 入札手続き 

 入札書等の提出 
 入札書の入札価格の確認は、以下の確認日時に、第一次審査通過者の代表企業の代

表者またはその入札代理人の立ち合いのうえ、行うものとする。なお、当該入札で

は、第一次審査通過者の入札価格が予定価格を超えていないことを確認し、予定価

格を超えている場合は、その第一次審査通過者は失格とする。なお、入札価格の確

認の場で第一次審査通過者の入札価格の公表は行わない。 

 提出書類 

様式２１～様式２２ 

内訳明細書（様式は任意） 

※内訳明細書は、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示す

るものとし、積算については、単価×数量にて積算することを基本とする。 

※内訳明細書の構成は、様式 22 施設整備業務費内訳書に準じ作成するものとし、

増築工事費、改修工事費の各々の総額が分かるよう作成すること。 

 提出日時 

令和３年６月３０日（水） 2次審査書類の提出と同時に行う。 

※詳細な日時・場所については別途通知する。 

 提出方法 

書類は持参により提出する。 

表に「地方独立行政法人長野市民病院増築・改修工事 入札書等在中」と朱書きする

こと。 

各様式集に記載事項に従い提出すること。 

紙媒体 各１部、電子媒体 CD-ROM ２枚（様式２１（捺印付）は PDF データ、様式

２２と内訳明細書は Microsoft Excel データ） 

 提出先 

第９．５に掲げる事務局とする。 

 入札に当たっての留意事項 
 入札書（入札説明書別添資料３「様式集」（様式２１））は、持参のみとする。任意

の封筒に入れ密封し、封筒の表には、必ず「宛名（地方独立行政法人長野市民病

院）」、「応募者名」、及び朱書きで「地方独立行政法人長野市民病院増築・改修工事

に係る入札書在中」の旨を記載すること。また、入札書（様式２１）が入った封

筒、施設整備業務費内訳書（様式２２）及び、内訳明細書（様式は任意）を同梱し

厳封のうえ提出すること。 

 入札書に記載する入札金額は、消費税及び地方消費税を含めない金額とする。 

 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５

１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。 

 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。 

 入札時間に遅れたときは、入札に参加できない。 

 入札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。 
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 入札には、応募者の代表企業の代表者のみ参加できるものとする。なお、代理人の

場合には、（様式２３）委任状（代理人）を併せて持参すること。 

 応募者がいないときは、入札を中止するものとする。 

 入札に当たっては、「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。 

 応募者は、入札に当たっては、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。 

 応募者は、２つ以上の提案を行うことはできない。 

 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、本院が提案内容の明

瞭化等に係る作業を行うことを妨げるものではない。 

 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。 

 開札にあたっての留意事項 
 開札は、代表企業の代表者又はその代理人を立ち会わせて行う。この場合におい

て、代表企業の代表者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係

のない職員を立ち会わせてこれを行う。 

 開札会場には、代表企業の代表者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある

職員及びアの立会職員以外の者は入場することができない。 

 代表企業の代表者又はその代理人は、開札時刻後においては開札会場に入場するこ

とができない。 

 代表企業の代表者又はその代理人は、開札会場に入場しようとするときは、入札執

行事務に関係のある職員に本入札における参加要件確認結果の通知の写しを提出

し、代理人にあっては、入札権限に関する委任状を提示しなければならない。 

 代表企業の代表者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場

合のほか、開札会場を退場することはできない。 

 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

いては、上限提案価格を設定した上、再度入札を行う。 

 開札においては入札金額の公表は行わない。入札金額が予定価格の範囲内であるか

否かについて確認を行う。予定価格の範囲内の入札書を提出した者のみ、その後の

審査の対象となる。 

 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。 

 入札に参加する資格がない者がした入札 

 一般競争入札参加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 

 代理権限のない者のした入札 

 入札書において入札参加者本人の氏名及び押印（外国人の署名を含む。以下同じ。）

のない又は判然としないもの 
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 代理人が入札する場合、入札書において入札参加者本人の氏名、代理人であること

の表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの（入札参加者

本人の氏名又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な

代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。） 

 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 

 入札提出書類が不足しているもの 

 同一の応募者が２通以上の入札書を提出したもの 

 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 

 入札書の金額を改ざんし又は訂正したもの 

 「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 

 予定価格を超える金額で入札したもの 

 その他入札に関する条件に違反したとき 

１３ 入札の辞退 

参加要件確認結果通知書の送付を受けた応募者は、第５．１２．（１）に示す入札の前日までの

間、入札辞退届（様式１０）を本院に持参又は郵送（必着）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。 
 
 
第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 本事業の応募に際して不正行為等が発覚した場合の措置 

本事業の応募に際し、落札者の決定までの間に、談合等不正行為の事実が発覚した場合には、原

則として当該応募者一般競争入札参加要件を取り消すものとする。また、落札者の決定から、契約

締結までの間に不正行為の事実が発覚した場合には、当該応募者と契約を締結しないことがある。

更に、契約締結後であっても、上記に掲げる場合には、契約を解除することがある。 

３ 提出書類の取扱い・著作権 

入札書類に関する著作権、特許権の取扱いは、次に示すとおりとする。 

 著作権 
本事業に関する提出書類の著作権は、入札参加者に帰属する。ただし、本事業の実施に

あたって公表等が必要と認められるときは、本院は事業提案書の全部又は一部を使用で

きるものとする。また、契約に至らなかった事業提案については、本事業の審査に関す

る公表以外には使用しないものとし、提出書類は返却しないものとする。 

 特許権 
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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の対象となっている工事材料、施工方法、システム、アプリケ

ーションソフトウェア、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として入札

参加者が負う。ただし、本院が、工事材料、施工方法、維持管理方法等で指定した場合

で、設計図書等に特許権等の対象である旨が明示されておらず、入札参加者が特許権等

の対象であることを過失なくして知らなかった場合には、本院が費用を負担する。 

 

 

第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、入札説明書別添資料２「落札者決定基準」を参照のこと。 

２ 審査委員会の設置 

事業者選定に際しては、本院職員により構成される「総合評価審査委員会」（以下「審査委員会」

という。）を設置する。 

３ プレゼンテーションについて 

本院は、令和３年７月７日（水）に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プレゼンテーションを行う。日時及び方法等については、別途、応募者の代

表企業に対して通知する。 

４ 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、本院は、その結果について速やかに応募者の代表企業に対して

通知するとともに本院ホームページ等により公表する。 
 
 
第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 

 事業契約の締結 
本事業契約は令和３年７月３０日（金）を目処に契約する。詳細は、入札説明書別添資

料４「事業契約書（案）」を参照のこと。 

 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。 

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。 

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 

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４「事業契約書（案）」第５条の規定に基づくもの

とする。 
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第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 

本院は、開札後、応募者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、本院ホームページ等を通じて行う。 

３ 本事業の入札に関する苦情の申立て 

本入札における参加要件の確認その他の手続きに関しては、本院に対して苦情を申し立てるこ

とはできない。 

４ 本事業における土壌汚染の処理に関する事項 

本事業において土壌汚染の処理が必要になった場合、その費用については別途とする。事業期間

中に受注者が土壌汚染の調査を行い、新たに土壌汚染処理が必要と判明した範囲の処理費用に加

え、別添資料５-２地質結果報告書に記載の範囲で土壌汚染処理が必要な範囲の処理費用について、

本院と受注者が合理的な範囲で協議し、随意契約を取り交わす。 

５ 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。 
 

地方独立行政法人長野市民病院 施設管理課 課長 中澤 通紀 
住 所：〒381-8551 長野県長野市大字富竹 1333 番地 1 
電 話 番 号：026-295-1199 
Ｆ Ａ Ｘ：026-295-1130 
メールアドレス：saiseibi@hospital.nagano.nagano.jp 
※執務時間：午前９時～午後５時 

 
 

 



 20 / 24 
 

 

別
表

1 
V

E
変

更
許
可
範
囲

(増
築
)
 



 21 / 24 
 

 

別
表

2  
V

E
変

更
許
可
範
囲

( 改
修
)
 


