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一部事務組合下北医療センターむつ総合病院新病棟建設運営支援業務委託に係る質疑及び回答について 

 

むつ総合病院 病院施設整備室 

№ 質疑

日 

質疑対象 項 目 質 疑 内 容 回 答 

1 7/27 実施要領 １０ 企画提案書等の提出 

（１）企画提案課題 ア 提案課題１ 

提案課題１の作成において、「スケジュールを作成する

こと」とあります。このスケジュールの作成にあたっては

、選定された設計事務所が提案で示した設計スケジ

ュールを参考にしたいと考えておりますので、該当する

スケジュールをご提供いただけますでしょうか。 

資料１を参照ください。 

2 7/27 実施要領 １０ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 イ 企画提案書（様式第

９号参考様式） 

A３版１ページは A４版２ページ換算との理解でよろし

いでしょうか。 

Ａ４用紙、A３用紙とも企画提案課題

１項目につき３枚以内とします。 

3 7/27 実施要領 １０ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 ウ 業務実施（処理）体

制図（任意様式） 

「業務実施(処理)体制図(任意様式)」の提出におい

て、再委託を行う場合は、その旨を明記した体制図と

する必要があるという理解でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

4 7/27 実施要領 １０ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 エ 参考見積書（様式第

１０号） 

「参考見積書 (様式第１０号)」の提出において、様式

以外の内訳を記載した資料の提出は不要という理解

でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

5 7/27 実施要領 １０ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 オ CD-R 

「CD-R」において、CD-Rの提出が必要とあるが、

CD-Rには提出書類のデータ全てを PDF形式で保

お見込みのとおりです。 
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存し提出するという理解でよろしいでしょうか。 

6 7/27 実施要領 １１ 審査方法 

（３）プレゼンテーション及びヒアリング

の実施 

プレゼンテーション及びヒアリングの実施について、審

査員の人数及びどのような肩書の方が出席予定であ

るのかをご教示ください。 

審査にかかわる内容は非公開としま

す。 

7 7/27 業務委託仕様書 ５ 委託業務実施の条件 （６） 再委託に関して「事前に発注者の承諾を得た場合は

この限りではない」とあります。現状、一部業務を再委

託する可能性も含めて検討しているところですが、再

委託を行う場合は、提案書提出時、提出する体制図に

記載が必要でしょうか。 

Ｎo３を参照ください。 

8 7/27 業務委託仕様書 ６ 成果物 （２）成果物 成果物の＜各年度・各業務共通＞に「・委員会、WG

等の議事録」の提出を求めていますが、委員会及び

WGの数と開催頻度についてご教示いただけますで

しょうか。 

現時点での委員会及びWGの数と

開催頻度についてはまだ想定してお

りません。 

９ 7/27 業務委託仕様書 ８ 業務委託料の支払 「業務委託料の支払は、部分払の請求ができるものと

し、委託業務の完了後に全額支払うものとする」とあり

ます。これは年度毎に請求ができ、委託料が支払われ

るとの理解でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

１０ 7/27 業務委託仕様書 ９ 受注者に求める基本的事項 （３） 「医療コンサルタント業務に１０年以上従事した経験を

有する人材を適正に配置すること」とありますが、これ

は、従事する全員に適用するものではなく、統括責任

者又は主任担当者のみに適用する事項という理解で

お見込みのとおりです。 
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よろしいでしょうか。 

11 7/27 業務委託仕様書 １０ その他 （３） 感染予防策を徹底することとありますが、発注者様に

おいて規定する予防策があればご教示をいただけま

すでしょうか。(例えば訪問時には２４時間以内に PCR

検査が必要であるなど)  

陰性証明書の提出と来院者チェック

リストの提出が必要です。詳しくは資

料２及び資料３を参照ください。 

12 7/27 審査要領 ３ 配点 満点は２００点とありますが、参考見積書の価格に関

する点数割合が規定されているのであれば、その考え

方及び配点をご教示いただきますでしょうか。 

審査にかかわる内容は非公開としま

す。 

13 7/27 その他  既に基本設計者が選定されていると存じますが、当社

の提案の平仄を合わせるため、選定された設計者の

提案している工期だけでもお教え頂けないでしょうか。 

資料１を参照ください。 

14 7/27 実施要領 ６ 参加資格 （９） 資本面もしくは人事面で関連のある会社が医療機器

製造業、医療機器販売業の許可をうけている場合、当

院との取引の有無にかかわらず、参加資格を有さない

との理解でよいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

15 7/27 実施要領 ８ 参加申込手続 （１）提出書類 ウ 業

務実績調書（様式第４号） 

業務実績調書について、元請として直接契約をしてい

る案件が対象と考え、他社との JV等により直接契約

をしていない案件は実績が証明できない為、実績に含

めることができないとの理解でよいでしょうか。 

業務実績を証明できる場合は含み

ます。 

16 7/27 実施要領 ８ 参加申込手続 （１）提出書類 ウ 業

務実績調書（様式第４号） 

業務実績調書について、業務完了案件が対象と考

え、業務期間継続中の案件は実績に含めることがで

きないとの理解でよいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

17 7/27 実施要領 ８ 参加申込手続 （１）提出書類 ウ 業

務実績調書（様式第４号） 

参加資格６-(８)で病床数２００床以上の病院における

元請としての実績が求められています。業務実績調書

お見込みのとおりです。 
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についても対象となる病院は病床数２００床以上の病

院が対象と考えてよいでしょうか。 

18 7/27 実施要領 ８ 参加申込手続 （１）提出書類 エ 総

括責任者の資格・業務実績調書（様式

第５号） 

総括責任者の資格・業務実績調書について、当案件

に参加する企業での業務実績が対象と考えて、別の

会社に所属して担当した案件は実績が証明できない

為、実績に含めることができないとの理解でよいでし

ょうか。 

業務実績を証明できる場合は、その

限りではありません。 

19 7/27 実施要領 ８ 参加申込手続 （１）提出書類 エ 総

括責任者の資格・業務実績調書（様式

第５号） 

参加資格 6-(8)で病床数２００床以上の病院におけ

る実績が求められています。総括責任者の業務実績

についても対象となる病院は病床数２００床以上の病

院が対象と考えてよいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

20 7/27 実施要領 

審査要領 

１１ 審査方法 （２）審査項目 

４ 審査基準 

実施要領１１-(２)審査項目、審査要領 4審査基準に

ついて、別に定める審査要件、審査基準、配点につい

て公表願います。上記に合わせて提案価格に対しての

評価についてお教えください。 

審査にかかわる内容は非公開としま

す。 

21 7/27 実施要領 ６ 参加資格 （１） 「令和２・３年度の一部事務組合下北医療センター指

名競争入札参加資格を有している者（契約締結まで

の間に資格を有している事が見込まれる者を含む。）

で、建設コンサルタント等業務の業種登録事業者であ

ること。」とありますが、この中で建設コンサルタント等

業務の「等」には、どのような業務が含まれますでしょ

うか。役務の提供に関する業務や一級建築士事務所

登録も含まれると考えても宜しいでしょうか。 

一部事務組合下北医療センター指

名競争入札参加資格のうち、「測

量・コンサルタント業務」又は「物品

の製造・販売・買受け、役務の提供」

の分野について登録を受けている事

業者（契約締結までの間に資格を

有している事が見込まれる者を含

む。）とします。 
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22 7/27 業務委託仕様書 ４ 委託業務の内容 （２） 『システム整合調整を図る』とありますが、当該業務区

分として部門システム選定支援業務や調達、接続、移

設費用の積算支援業務については含めないと理解し

てよいでしょうか。また、現況システム構成図及び当該

計画時における更新計画を教えて下さい。更に、工事

も含めた院内ネットワークの費用については、医療情

報系の予算としての考えでよいでしょうか。現時点で

のネットワーク関連費用の範囲区分があれば提示頂

きたい。 

『システム整合調整を図る』とありま

すが、当該業務区分として部門シス

テム選定支援業務や調達、接続、移

設費用の積算支援業務については

含めないと理解してよいでしょうか 

➡お見込みのとおりです。 

 

また、現況システム構成図及び当該

計画時における更新計画を教えて

下さい。 

➡現況システム構成図については

資料４を参照ください。更新計画に

ついては今後協議していく予定で

す。 

 

更に、工事も含めた院内ネットワー

クの費用については、医療情報系の

予算としての考えでよいでしょうか。 

➡病棟建築にあたり病棟建屋

LAN配線関しては、当院ネットワ

ーク管理会社との検討を行い設計

することとし、建設費用に含むもの

と考えております。 

 

現時点でのネットワーク関連費用の



6 

 

範囲区分があれば提示頂きたい。 

➡現時点でのネットワーク関連費用

の範囲区分は設定しておりません。 

 


