
（様 式２）

令和3年4月9日

「地方独立行政法人⾧野市民病院増築・改修工事」に関する入札説明書について、次のとおり回答します。

Ｎｏ ページ 行 質　　　　　問 回　　　　　答

(追加指示事項)
VE提案書の提出は技術提案書の体裁及び部数と揃えてください。

001 006 16
第４．２（２）
「・・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、・・」とありますが、アからウまでしか記載がないため、「・・アからウま
での全ての要件を満たし・・」と考えて宜しいでしょうか。

【企業の実績】アからエまで及び【配置予定者の実績】アからカまでと読み替えてください。

002 006 17
第４．２（２）
「その他の者はア及びイの要件を満たすこと」とありますが、【企業の実績】のア及びイを満たすものとし、【配置予定技術者の実
績】のア及びイは不要と考えて宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。【企業実績】のア及びイを満たすものとしてください。

003 006 36
第４．２（２）
【配置予定技術者の実績】ア~オの「病院の設計業務に携わり・・・」とありますが、設計業務とは、基本設計または実施設計の
業務に携わった実績と考えて宜しいでしょうか。

本事業の性質より、実施設計を含む設計業務に携わった実績としてください。

004 007 13
第４．２（２）オ
機械設備担当技術者の有する資格に「設計一級建築士」とありますが、「設備設計一級建築士」を指すとの認識で宜しいで
しょうか。

ご理解の通りです。「設計一級建築士」を「設備一級建築士」と読み替えてください。

005 007 23
第４．２（３）イ
「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」については、令和３・４年度にて申請している場
合、市が受理していればよいとの認識で宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。令和3・4年度にて市が受理していれば問題ありません。

006 008 41

第４．２（５）
工事監理業務を実施する者の資格要件として下記①~③の記載がありますが、「実施する者が複数いる場合でも、アとイの要
件のみ満たすこと」でよいですか。
　①入札説明書P8（５）工事監理業務を実施する者の文頭で「アとイの要件を満たすこと」とありますが、続く要件の各項目に
はア、イ、ウまで記載されています。
　②様式５一般競争入札参加要件確認申請書P６（５）には「複数いる場合は、少なくとも1者はアからウまで・・・」と記載
があります。
　③様式６－７応募者の工事監理業務の実績（注１）ア、イを満たしていることが確認できる資料と記載があります。

①アからイをアからウと読み替えてください。

②P6(5)に従い、「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」としてください。

③ウの条件に関しても確認できる資料を添付してください。

007 009 5
第４．２（５）ウ
実績として「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」とありますが、工事監理者としての
実績は問わないとの認識で宜しいでしょうか。

「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「工事監理者として従事した実績」と読み替
えてください。

008 008 28

(4)JV構成員として本事業の工事業を実施する者　(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者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。と記載がありますが、人材の確保
が難しいため、条件の削除は可能でしょうか。また、専任配置期間についても全工期ではなく、発注者との協議によるに変更は可
能でしょうか。

左記の条件を削除することとします。ただし、(ア)に準じる資格及びアピールできる実績をご提示ください。

009 015 14

入札時添付内訳明細　【積算については、単価×数量にて積算】　とありますが、記載するのは工種別内訳まででよろしいでしょ
うか。
（実施設計前に数量を特定するのは、特に改修工事・切回し工事において非常に困難です。
　　様式22記載の工種別の内訳とさせていただくか、もしくは現地確認会の頻度と人数にご配慮いただけますよう宜しくおねがい
します。（質疑NO002））

入札時添付内訳明細については、単価×数量にて積算し提出してください。

010 012 最下行 現地確認会の、参加人数及び回数の追加をご検討いただけませんでしょうか。

参加人数は４～５人まで、日程については５月８日（土）・９日（日）の２日で実施できるよう再検討し、４月２８日の
詳細通知時にお知らせします。
但しコロナウイルス感染症の流行による警戒レベルに準じた対応が必要と判断される場合は、上記内容を変更する可能性があり
ますのでご承知おき下さい。

011 003
7　予定価格　【総額】2,696,558,000円　との記載がありますが、この額は、前記5　業務内容（1）～（6）の全てを含む
と解釈してよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。業務内容(1)～(6)全てを含んだ金額となります。

012 004

１　応募者の構成等（１）　当社は設計と施工を担当し、実施設計業務、各種申請業務、工事監理業務の一部を設計企
業に委託する予定ですが、この形態は、「イ　特定建設工事共同企業体（特定JV)と設計企業グループ」に該当すると考えてよ
ろしいでしょうか。また、この場合、本事業の各種申請・届出書類の名称は「〇〇・〇〇特定建設工事共同企業体」の代表者
名でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

013 004
１　応募者の構成等（２）b　「出資比率は２０パーセント以上であること。」との記載がありますが、設計・監理業務を除く施
工業務のみの比率と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

ご理解の通りです。施工業務のみの出資比率です。

014 005

１　応募者の構成等　（3）a 設計企業（JV協力企業）は、特定JV代表者から直接業務を受託するとの記載があります
が、設計責任については、本契約の当事者である特定JVが負うとの認識でよろしいでしょうか。
そうであると、JV構成員は設計業務に関わることなく、設計責任も負うこととなります。ついては、設計監理契約と工事請負契約
を別々に締結する方法もあるかと思われます。

代表企業が設計と施工を担当し、実施設計業務、各種申請業務、工事監理業務の一部を設計企業に委託した場合におい
ては、設計監理契約と工事請負契約を別で締結することは可とします。但し、本事業の性質（実施設計デザインビルド）より、
工事請負代金については、設計契約時に固定する旨の協定を別途締結するものとします。

015 005
２　応募者の構成員に関する参加要件　（１）応募者に関する要件（各構成員共通）　イ
 「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・・・」との記載がありますが、弊社は令和3・4年度の
申請として行っております。読み替えてよろしいでしょうか。

質疑回答NO.００５の回答をご参照ください。

016 006
２　応募者の構成員に関する参加要件　（２）本事業の設計業務を実施する者　エ　(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」との記載がありますが、本件には基本
設計業務は含まれないとの認識でよろしいでしょうか。

本件は、基本設計業務は含みませんが、基本設計見直し業務は含みます。

入札説明書に関する質問回答書
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（様 式２）

令和3年4月9日

「地方独立行政法人⾧野市民病院増築・改修工事」に関する入札説明書について、次のとおり回答します。

Ｎｏ ページ 行 質　　　　　問 回　　　　　答

入札説明書に関する質問回答書

017 009
２　応募者の構成員に関する参加要件　（５）工事監理業務を実施する者　ウ　過去15年以内（平成18年度以降）に
病院…との記載がありますが、ウの内容は施工に関わる記述で、工事監理の記述ではないと思われます。つきましては、ウについ
ては、項目削除と認識してもよろしいでしょうか。

質疑回答NO. 007の回答をご参照ください。

018 011
４　入札参加要件の確認等　（3）参加要件の確認方法　「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」との
記載がありますが、上位５社の選定基準・方法をご教授願います。

添付資料2　落札者決定基準p6の実績審査で点数付けの上、上位5位を決定いたします。

019 012
7　現地確認会　（２）参加人数　３名までとの記載がありますが、本事業は居ながらの増築・改修の設計施工で業務内容
が多岐に渡り、各分野の専門家による現状把握が必要となります。つきましては、参加人数を増やしていただくことは可能でしょう
か。ご教示願います。

質疑回答NO. 010の回答をご参照ください。

020 013
９　VE提案書についての対話　（４）「参加人数は１グループ３人までとする」との記載がありますが、本事業は設計・施工で
あり、設計業務及び施工業務の各々建築・構造・電気・機械の担当者がおります。対話において、より相互の理解を深めるため
に各分野の専門の者を出席させたいと考えております。つきましては、出席人数を増やしていただくことは可能でしょうか。

1グループ5人までとします。

021 013
９　VE提案書についての対話　「VE提案の採否を検討するにあたり、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」との記載がありますが、病院側の出席者は審査委員会の委員10名が出席されると考えてよろしいでしょ
うか。審査委員会委員10名以外に出席者がおられる場合は、立場と人数をご教示頂けないでしょうか。

病院側の出席者は審査委員会の10名です。参加者としては、本件においてコンストラクションマネジメント業務を委託している株
式会社プラスPMが進行役として3名、その他、基本設計業務を委託している株式会社伊藤喜三郎建築研究所が基本設計主
旨との差異確認のため3名程度参加いたします。状況により、進行役以外はWEBでの参加になることも想定しています。
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（様 式２）

令和3年4月9日

「地方独立行政法人⾧野市民病院増築・改修工事」に関する入札説明書「別添資料１　要求水準書」に関する質問書について、次のとおり回答します。

Ｎｏ ページ 行 質　　　　　問 回　　　　　答

001 024 10
第４．３（３）技能労働者に関する賃金
「社会保険料相当額を含む適切な水準の賃金」とありますが、公共工事設計労務単価を適用すると考えて宜しいでしょうか。

公共労務単価を参考に決定いただければ結構です。

002 024 11
第４．３（４）技能労働者に関する賃金
「使用する労働者は社会保険等への加入を行うこと」とありますが、全ての下請企業の労働者と考えて宜しいでしょうか。

社会保険等への加入の対象となる全ての下請け企業の労働者と考えてください。

003 028
（ス）その他　e
 モックアップ制作については必須条件でしょうか。ご教示願います。

必須条件となります。モックアップのグレードや施工箇所等に関しては、契約後に病院と協議の上決定をするものとします。

004 021 18
3　設計業務の実施条件（８）においてヘリポートの記述がありますが、別添資料（参考資料）にあるヘリポート検証図のヘリ
ポート自体の設計・施工は業務外と考えてよろしいでしょうか

ご理解の通りです。
本院には既存の地上ヘリポートがあります。ヘリポートの運行上の規制（進入、転移角等）がありますので、規制をご理解の
上、規制に抵触しない範囲で増築棟の設計、施工を行ってください。

005 021 29
第３　２　業務要件（１）において軽微変更、設計変更手続きに関する業務を含むこととなっていますが、設計変更に伴う申
請による申請手数料については随時設計変更業務の費用と申請手数料は工事費の増減で発注者で負担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。

006 033 4 第５　成果物において日影図の提出が求められていますが、日影規制がないため不要と考えてよろしいでしょうか ご理解の通りです。

007 014 18 適用基準等の「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」は平成25 年制定版に適用すると考えてよろしいでしょうか。 最新版を適用してください。平成25年度版で良いです。

入札説明書「別添資料１　要求水準書」　に関する質問回答書
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（様 式２）

令和3年4月9日

「地方独立行政法人⾧野市民病院増築・改修工事」に関する入札説明書「別添資料２　落札者決定基準」について、次のとおり回答します。

Ｎｏ ページ 行 質　　　　　問 回　　　　　答

001 006

別表１　二次審査基準（実績審査）　評価項目欄に「※2件まで評価」との記載がありますが、件数により評価点が変わって
くるとの認識でよろしいでしょうか。
（例）、区分:企業実績　評価対象:設計実績　評価項目:過去15年間における設計実績20点満点で、2件記載すれ
ば20点、１件記載すれば10点が付与される。

ご理解の通りです。「2件まで評価」の項目に関しては、1件で満点の5割、2件で満点と評価します。

002
落札者決
定基準
P6・7

同種業務（設計）・同種業務（施工）・同種業務（担当技術者）各一行目に、【病床（医療法第７条２項に規定する
「一般病床」】と記載があります。療養病床も含めてよろしいでしょうか。

病床は、療養病床も可とします。その際、一般病床、療養病床の、病床別の病床数が分かる記載としてください。

入札説明書「別添資料２　落札者決定基準」　に関する質問回答書
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（様 式２）

令和3年4月9日

「地方独立行政法人⾧野市民病院増築・改修工事」に関する入札説明書「別添資料３　様式集」について、次のとおり回答します。

Ｎｏ ページ 行 質　　　　　問 回　　　　　答

001
（様式19）施設整備計画概要書、（様式20）図面等　も審査の対象書類として認識してよろしいでしょうか。ご教示願いま
す。

本案件は、VEを含む技術提案となる為、様式19、20も審査の対象となります。

002 2
１．参加要件確認書類の提出
（１）～（９）とありますが、（１０）も同様に提出するとの認識で宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。(10)も(1)～(9)と同様に提出してください。

003 001
（様式６－３）３（注２）
本事業の設計業務を実施する者オ～ケとありますが、ア～オとの認識で宜しいでしょうか。

p6，7第4-2-(2)　入札説明書【配置予定者の実績】のア～オとしてください。

004 002 2
（様式６－４）（注３）
「一般競争入札参加資格」とありますが、令和３・４年度にて申請している場合は、その申請書と受付票を添付することで宜し
いでしょうか。

ご理解の通りです。令和3・4年度の申請書及び受付表を添付してください。

005 001
（様式６－６）（注１）
「一般競争入札参加資格」とありますが、令和３・４年度にて申請している場合は、その申請書と受付票を添付することで宜し
いでしょうか。

ご理解の通りです。令和3・4年度の申請書及び受付表を添付してください。

006 001
（様式６－７）（注１）
「一般競争入札参加資格」とありますが、令和３・４年度にて申請している場合は、その申請書と受付票を添付することで宜し
いでしょうか。

ご理解の通りです。令和3・4年度の申請書及び受付表を添付してください。

入札説明書「別添資料３　様式集」　に関する質問回答書
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（様 式２）

令和3年4月9日

「地方独立行政法人⾧野市民病院増築・改修工事」に関する入札説明書「別添資料４　事業契約書（案）」について、次のとおり回答します。

Ｎｏ ページ 行 質　　　　　問 回　　　　　答

001
契約書（案）　３．業務の履行期間
工事監理業務の履行期間の記載がありませんが、項目として追記した方がよろしいかと思われます。

【工事監理業務】の履行期間を追記します。現状予定している工期は、令和4年5月1日～令和6年1月31日です。
履行期間については公告2/2頁に記載の通り、本件、実施設計施工者の提案により完成時期を早めることができることとしてい
るため、仮の記載であり契約締結時に記載するものとします。

002
契約書（案）　４．本業務対価
工事監理業務料の記載がありませんが、６．業務報酬の額と支払の時期には、工事監理料が記載されておりますので、項目と
して追記した方がよろしいかと思われます。

契約書作成時に工事監理料を追記いたします。

003
契約書（案）　７．設計業務に従事することとなる建築士
工事監理業務に従事することとなる建築士を項目として追記した方がよろしいかと思われます。

契約書作成時に工事監理業務に従事することとなる建築士を項目として追記いたします。

004 004
契約約款（案）第１０条　契約の保証　（２）
「本業務対価の10分の1以上としなければならない」との記載がありますが、本業務対価のうち施工代金から算出する理解でよ
ろしいでしょうか。

本業務対価の総額の10分の1を契約保証金とします。

005 004
契約約款（案）第１３条　設計業務　（４）
「設計業務に関し、必要あるときは受注者に対し指示することができる」との記載がありますが、指示の内容が代金の変更を伴う
場合は、精算されるとの理解でよろしいでしょうか。

要求水準書p17　9工事費の確認　を参照してください。

006 005
契約約款（案）第１６条　著作権の帰属
「著作者人格権を含む」との記載がありますが、人格権は共同著作でなければ共有はできないと思われます。本文言は削除と考
えてよろしいでしょうか。

本条文は、日本建設業連合会の設計施工契約約款に準じた条文としている為、条文の変更は想定しておりません。

007 006

契約約款（案）第２２条（１）
「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。」
との記載がありますが、工事代金や工期にも影響を及ぼす可能性があるので、合理的範囲で変更がされるとの理解でよろしいで
しょうか。

ご理解の通り、合理的範囲で本院と協議のもと決定するものとします。
但し、補助金受託のスケジュール上、増築棟の供用開始である令和5年4月1日の変更はできませんので、増築棟の供用開始
時期に影響する設計変更については、変更の際に受託者から申し出てください。

008 009
契約約款（案）　第３６条 設計、施工条件の疑義、相違など　（３）
「発注者と受注者が協議して定める。」との記載がありますが、別途精算されなければならない土壌汚染等は、協議して精算さ
れ、必要に応じ工期も変更されるとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。土壌汚染については別途精算、必要に応じ工期変更協議の上、決定するものとします。

009 009
契約約款（案）　第３８条 損害の防止（５）
請負代金に含むことが適当でないと認められるものは、発注者負担とされるものとの理解でよろしいでしょうか。

左記の場合は、協議の上決定することとします。

010 010
契約約款（案）　第３９条 第三者損害（１）
「本約款第４２条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除いた範囲で発注者が負担する。」との記載がありま
すが、賠償保険は受注者に帰責がある場合に適用されるものであり、発注者の責めである場合には適用されないと思われます。

39条（１）の条文は、下記に修正するものとします。
「施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事
由により所持たものについては発注者の負担とする。」

011 010
契約約款（案）　第４１条 不可抗力による損害（２）
「施工業務請負代金の１％以下の損害については受注者がこれを負担する。」との記載がありますが、削除していただくことは可
能でしょうか。

左記の文章は削除することとします。

012 013
契約約款（案）　第５２条 賃金又は物価の変動に基づく本業務対価の変更（１）
「1000分の１５を超える指数の変動が確認され」との記載がありますが、「指数」とは何を基準にしたものでしょうか。ご教示願い
ます。

「指数」とは、建設物価調査会調べの建設資材物価指数のことです。

013 014

契約約款（案）　第５４条 契約不適合責任（３）
「機器類、内装仕上げ、装飾、家具、植栽等の施工上の契約不適合については、引渡しのとき、発注者が検査して直ちにその
履行の追完を請求しなければ受注者は、その責めを負わない。但し、当該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しては、引渡しのひから1年を経過する日まで請求等をすることができる」を追記することは可能でしょう
か。

「内装仕上げ、装飾、家具の施工上の契約不適合については、引渡しのとき、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求
しなければ受注者は、その責めを負わない。但し、当該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
合につしては、引渡しの日から1年を経過する日まで請求等をすることができる」を追記します。

014 016
契約約款（案）　第５９条 解除に伴う措置　（５）
「本約款第５４条の規定を適用するものとするが」との記載がありますが、責任期間が工事引渡しではなく、契約解除の日から
とされなければならないと思われます。

左記のとおりとします。

015 016
契約約款（案）　第５９条 解除に伴う措置　（７）
「法定利率」との記載がありますが、遅延賠償と同様の2.6％が適切と思われます。

ご理解の通りです。

016 019
データ保護及び管理に関する特記仕様書　第３ 本契約を履行する者が遵守すべき事項
「データ管理計画書」との記載がありますが、具体な書面があればご教示願います。

特にありませんので、応募者の書式にて提出してください。

017
契約書(案) 3.業務の履行時期　竣工・引渡　令和6年1月31日と記載がありますが、増築工事、改修工事で各々記載する
ことで変更してもよろしいでしょうか。

履行期間は、増築工事、改修工事を分けて記載しても良いです。

018
契約書(案) 6.業務報酬の額と支払の時期　解体工事費の支払い時期はいつになりますか。また、ＪＶ請負になるため、各々
支払い割合のご協議は可能でしょうか。

解体工事費は、改修工事費に含みます。⑥、⑦、⑧、⑨の「解体工事を除く」の書面を削除いたします。支払い割合に関して
は、契約前に病院と協議可能なものとします。

入札説明書「別添資料４　事業契約書（案）」　に関する質問回答書
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（様 式２）

令和3年4月9日

「地方独立行政法人⾧野市民病院増築・改修工事」に関する入札説明書「別添資料４　事業契約書（案）」について、次のとおり回答します。

Ｎｏ ページ 行 質　　　　　問 回　　　　　答

入札説明書「別添資料４　事業契約書（案）」　に関する質問回答書

019

事業契約約款（案）第54条（3）　契約不適合責任期間について，「引渡しを受けた日から2年以内」との定めがございま
すが，建築設備機器の本体，室内の仕上げ・装飾，家具，植栽等の契約不適合については，引渡しの時，発注者様が
検査して直ちにその履行の追完を請求（当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については，引
渡しを受けた日から１年を経過する日まで）しなければ，受注者はその責を負わないものとさせていただけませんでしょうか。

質疑回答NO.013の回答を参照してください。
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