
半田市立半田病院新病院建設設計業務プロポーザル質疑回答

№ 質問事項 回　答

1
設計実績にある救命救急センターとは、厚生
労働省で認定されている救命救急センターと
考えればよろしいですか。

よろしいです。

2 提案書のデーター提出は、全てＰＤＦデー
ターと考えてよろしいですか。

よろしいです。

3
起債申請の中で、設計事務所が準備すると想
定している資料のご提示をお願いします。

工事費等積算内訳書、平面図等各種図面等を想
定しています。

4

様式４・６ですが、様式の中に外観・内観写
真、基準階平面図、外来平面図を全てそれぞ
れ１枚にレイアウトし、提出すると考えてよ
ろしいですか。

よろしいです。

5
防災計画評定・防災性能評定は、行政建築指
導課や所轄消防などから要求された場合の
み、作成すると考えてよろしいですか。

よろしいです。

6

「新病院建設構想」のＰ８に「外来化学療法
を実施する外来診療科からアクセスしやすい
位置に配置する」、Ｐ１０に「化学療法セン
ターは化学療法を実施する診療科と同フロア
とし」の記載があります。Ｐ８に倣って同フ
ロアに限定しなくともアクセスしやすい位置
で提案してよろしいですか。

化学療法センターの位置については、化学療法
を実施する診療科と「同フロア」とし、その中
でも「アクセスしやすい位置」に設置すること
を考えています。

7

「新病院建設構想」のＰ２８に「リハビリ
テーション部門は病棟とのアクセスに配慮し
た位置とし、整形外科病棟や脳神経外科・神
経内科病棟と同フロアに配置する」の記載が
あります。病棟とのアクセスに配慮した位置
を検討した上で、同フロアに限定しなくとも
よろしいでしょうか。

諸室構成Ｐ３９、４０の記載のように、病棟エ
リアに設置する整形外科や脳神経外科等と関係
の深い機能訓練室は、原則として、整形外科病
棟、脳神経外科病棟と同フロアに設置すること
とし、心大血管リハビリテーション室（心臓リ
ハビリテーション室）は、心臓病センター機能
の一部として、外来エリアへの配置を想定して
います。

8

地域周産期母子医療センターを設置し、ＮＩ
ＣＵ・ＧＣＵを設置するとの記載があります
が、ＭＦＩＣＵについては、基本構想には記
載がありませんので不要と考えてよろしいで
しょうか。

よろしいです。

9 駐車場は有料を想定されていますか。 有料を想定しています。

10

上水道・下水道について、新病院建設事業に
合わせて布設する予定があるとありますが、
予定されている位置、仕様等についてご提示
ください。

検討段階であり、詳細については決まっていま
せん。

11
井水の想定はありますか。 現病院でも平時から井水を利用しており、新病

院においても、提案を受けて利用を検討いたし
ます。



12

温室効果ガス等の排出の削減に関するシミュ
レーションとは、病院運用時のエネルギー消
費に関わるＣＯ２排出量でよろしいでしょう
か。

よろしいです。

13
現市立病院の年間光熱水費と年間エネルギー
消費量（月別、最大使用量）が分かる資料が
ございましたら、ご提示ください。

追加資料１のとおりです。

14
計画敷地の過去における地盤の液状化等の災
害記録についてご提示ください。

把握している災害記録はありません。

15
計画敷地の盛土内の地中障害が予測されてい
ればご提示ください。

予測している地中障害はありません。

16
計画敷地の土壌汚染が予測されていればご提
示ください。

予測している土壌汚染はありません。

17

地盤調査業務について、地震応答解析に用い
る地震動を作成する上で必要な調査項目も含
むと考えてよろしいですか。

設計用入力地震動については、令和元年９月に
名古屋大学との共同研究により作成済ですが、
必要であれば調査項目に含めていただいても構
いません。

18

地震計の設置及び計測業務について、設置す
る地震計及び周辺機器の性能（スペック）な
どをご提示ください。

令和元年に建設予定地内で実施した際の調査孔
（№２）を利用して地震動等を計測し、構造設
計に活用するために実施するものであるため、
次のことを考慮してください。
【地震計】調査孔の中にＶＰφ１００を挿入し
て残存していますので、原則として、その中に
入る大きさとします。ただし、新たに削孔した
ものを利用することを否定するものではありま
せん。
【周辺機器等】観測データを収録すること。
【電源確保】商用電力、自然エネルギーの利用
等提案に基づいた協議によります。

19

土壌汚染・地下埋設物調査業務について、調
査範囲は敷地全体ではなく、建物建設範囲内
のみと考えてよろしいですか。また、調査は
地歴調査（フェイズⅠ）＋土壌調査（フェイ
ズⅡ　３０ｍ格子による概況調査）と考えて
よろしいですか。

調査範囲は、敷地全体とします。
また、調査内容については、既存図や履歴資料
による机上調査を考えています。

20
地震応答解析業務について、解析に用いる入
力地震動の作成業務を含むと考えてよろしい
ですか。

設計用入力地震動については、令和元年に名古
屋大学との共同研究により作成済ですが、必要
であれば作成していただいても構いません。

21
計画地東側隣地は、病院完成した時点で農地
のままですか。農地以外に転用する計画があ
れば、ご提示ください。

現時点では、他に転用する計画はありません。

22
敷地北側の市場進入道路から、病院敷地への
入ることはできないと考えてよろしいです
か。

救急車両及び業務用搬入車両については、市場
進入路を通行できるように市場と協議中です。



23

南側（市道横山1号線）ですが病院完成時に
は道路拡張が完了していると考えてよろしい
ですか。道路拡張は、敷地側ではなく反対側
へ拡張すると考えてよろしいですか。

よろしいです。

24
既存病院の平面図をご提示ください。 防犯上の理由から、ホームページに掲載するこ

とはできないので、必要であれば、メール又は
電話で事務局にご連絡ください。

25

既設病院等解体工事発注用図書作成業務につ
いて、有害物質調査業務（アスベスト、ＰＣ
Ｂ等々）は含まれないと考えてよろしいです
か。

本業務に含みます。

26
既設病院等解体工事発注用図書作成業務には
積算業務も含まれると考えてよろしいでしょ
うか。

よろしいです。

27 既設病院等の積算数量書資料はご提供頂ける
との理解でよろしいでしょうか。

よろしいです。

28

提出します都道府県税・市町村税の納税証明
書は、委任先がある場合、委任先の納税証明
書を提出するのでしょうか。また、提出する
納税証明書は写しでも可能でしょうか。

委任先がある場合には、委任先の納税証明書も
提出してください。
なお、納税証明書は写しでも構いません。

29

様式２につきまして、備考３に「人数欄は、
半田市の競争入札参加資格者名簿の登録事務
所の社員数を記入」とありますが、委任先が
ある場合でも、委任先ではなく、会社全体の
人数を記載するものと考えて宜しいでしょう
か。

委託先がある場合には、様式２の備考４に記載
のとおり、（　）内に当該委託先の社員数を外
数で記入してください。

30

様式５・様式７に添付する証明書類等は１部
で宜しいでしょうか。また、提出するＣＤ－
Ｒ内にも証明書類等のデータを入れるので
しょうか。

証明書類等は１部提出してください。
なお、ＣＤ－Ｒ内には、当該証明書類等のデー
タを入れていただく必要はありません。

31

作成要領１、１記入要領及び注意事項の
（２）イの「類似業務」とは、総病床数２０
０床以上・延床面積２０，０００㎡以上・救
急救命センターを有する病院のいずれか一つ
当てはまるものが類似業務と考えて宜しいで
しょうか。

よろしいです。

32

アプローチ道路の拡幅計画がありましたらご
教示願います。

要領２に記載のとおり、建設予定地南側の市道
横山１号線については拡幅を予定しています。
新病院の開院までには、完了する予定ですが、
具体的な拡幅時期や計画の詳細については未定
です。
他の道路についても、同様です。

33 部門別面積の想定がありましたらご教示願い
ます。

部門別面積は想定していません。

34 昨年度の光熱水使用量および料金をご教示願
います。

№13のとおりです。



35

実施要綱１０－（１）コの納税証明書は原本
提出と考えて宜しいでしょうか。また提出者
が支社の場合でも、本社の納税証明書で宜し
いのか、本社、支社両方必要なのかご指示く
ださい。

納税証明書は、コピーを提出していただいても
構いません。ただし、提出者が支社の場合は、
本社、支社両方の納税証明書を提出してくださ
い。

36 実施要領２－（３）９の工事費にはＥＳ事業
に含まれる熱源設備費は含まれますか。

含みます。

37 公告文１．（４）契約限度額に、各種申請料
は含まれないと考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

38
特記仕様書（案）のⅡ１（２）で地震計設置
とありますが、地震計の具体的仕様をご指示
ください。

№18のとおりです。

39
特記仕様書（案）のⅡ２（２）で解体工事発
注図書作成とありますが、設計書作成業務は
含まれないと考えて宜しいでしょうか。

設計書作成業務を含みます。

40
様式８について、協力事務所等がない場合、
提出は不要としてよろしいでしょうか。

よろしいです。

41

参加表明書等作成要領１（３）エ④(作成要
領４)に「具体的な設計図・模型写真・透視
図等を使用してはならない」とあります。一
方、新病院諸室構成には具体的に室名及び室
数が記載されています。提出書類への表現は
具体的室名は記載せず、新病院諸室構成を考
慮した略図とすると理解してよろしいでしょ
うか。

提出書類に具体的な室名を記入することは構い
ません。

42

参加表明書等作成要領１（３）エ④（作成要
領４）に「なお、プロポーザルにおける表現
の許容範囲についてはイメージスケッチ略図
程度で表現ずること。」とありますが、ＣＧ
を使用した着色イメージ図を使用することは
可能でしょうか。

イメージ図であれば可能です。

43

ヒアリング実施要領　３第二次評価の選定概
要で「第二次評価は、様式９、様式１２及び
様式１３のプレゼンテーション及びヒアリン
グ並びに・・・」とありますが、第二次評価
では、第一次評価の「事務所の実力」「担当
チームの能力」の２００点分は加算されない
という理解でよろしいでしょうか。

よろしいです。

44 現病院の光熱水費とエネルギー使用量をご教
示下さい。

№13のとおりです。

45

実施要領７の１０（５）参加表明書及び要領
９の１３（５）技術提案書の提出方法につい
て、Ａ３用紙はＡ４への折り込みが必要で
しょうか。

参加表明書等については、Ａ３用紙は折り込み
で提出してください。
技術提案書等については、折り込む必要はあり
ません。



46

実施要領１０（５）にＣＤ－Ｒで提出とあり
ますが、（様式１～９）までと考えて宜しい
でしょうか。
また、Ｗｏｒｄデータで作成していないもの
については、ＰＤＦデータのみ提出と考えて
宜しいでしょうか。

よろしいです。ただし、様式１については、特
に必要としません。

47
実施要領１３（５）にＣＤ－Ｒで提出とあり
ますが、上記内容と同様と考えて宜しいで
しょうか。

よろしいです。

48

ヒアリング実施要領において、提案書以外の
内容の資料、模型等を使用した場合、提出さ
れた技術提案書は無効とする場合があるとあ
りますが、動画等の資料を用いることは不可
と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

49

設計業務特記仕様書（案）４－１.（２）
ｃ．に構造体はⅠ類との記載がありますが、
病院本棟のみ適用すると考えて宜しいでしょ
うか。

よろしいです。ただし、付属棟であっても、そ
の建物の性格上、Ⅰ類であるべきものについて
は、Ⅰ類を適用すると考えています。

50
既存病院解体工事に関するアスベスト調査費
は本業務委託料に含まれないと考えて宜しい
でしょうか。

№25のとおりです。

51

特記仕様書(案)４のｇ.その他に土壌汚染・
地下埋設物調査報告書とありますが、調査費
用は本業務委託料とは別途予算と考えて宜し
いでしょうか。

本業務に含みます。

52

実施要領６（１１）の「総括責任者は、平成
１６年４月１日から半田市立半田病院新病院
建設設計業務プロポーザル実施要綱（以下
「実施要綱」という。）第５条に定める参加
表明書等を提出する前日までの間に、日本国
内で竣工又は実施設計を完了した、…」とあ
りますが、デザインビルドの業務で基本設
計・実施設計監修・監理業務を行い竣工した
病院は「竣工又は実施設計を完了した」に該
当すると考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

53 既存病院の平面図のデータ（ＰＤＦなど）が
あればご掲示ください。

№24のとおりです。

54 既存の直近１年間のエネルギー使用量のわか
る資料があればご掲示ください。

№13のとおりです。

55
プロポーザル実施要領　要領２（６）周辺イ
ンフラ整備状況のア～エについて提示頂ける
範囲の資料を頂けないでしょうか。

詳細については、各事業者（半田市水道事業、
半田市下水道事業、中部電力、東邦ガス等）に
ご確認ください。

56

プロポーザル実施要領　要領３（２）施設整
備方針　ア施設配置計画において将来的な増
築を考慮とありますが、どのような機能を拡
張するかなどの計画があればお教え願えます
でしょうか。

現時点で、想定している計画はありません。



57

プロポーザル実施要領　要領７及び９の
（５）提出部数　でデータ形式でも提出とあ
るのはＰＤＦデータと考えて宜しいでしょう
か。

よろしいです。

58
プロポーザル作成要領４エ②の文字はカラー
文字としてもよいでしょうか。

よろしいです。

59

建設設計業務特記仕様書（案）Ｐ２　工事費
限度額において記載しているもの以外に別途
工事（工事費に含まないもの）があればお教
え願います。（例：外来　患者案内表示シス
テム、厨房機器など）

特にありません。

60

建設設計業務特記仕様書（案）Ｐ３、Ｐ５の
ＣＧアニメーションについて、必要動画再生
時間はありますか。

特に必要再生時間は決めていませんが、院内・
院外での説明会等での使用も想定しているの
で、成果物としては、市民の方々にも病院全体
のイメージをつかみやすいものを想定していま
す。

61

特記仕様書（案）Ｐ５及びＰ１０～１４
既設病院等解体工事発注図書作成業務に対応
する成果物をご教示ください。

解体工事を発注するために必要な図書全般を考
えています。各種図面のほか、成果図書に基づ
く積算資料や各種検討書、調査書等も含みま
す。

62

プロポーザル実施要領　要領２（６）周辺イ
ンフラ整備状況に下水道布設予定とあり、新
病院建設構想（改訂版）Ｐ４８に記載のある
汚水処理設備は不要と考えてよろしいでしょ
うか。

よろしいです。

63

特記仕様書（案）Ｐ２及びＰ１０～１４新病
院建設構想（改訂版）Ｐ４８
建設構想にて汚水処理設備、愛知用水付替の
事業費が見込まれていますが、設計その他業
務及び成果物には含まれないものと考えてよ
ろしいでしょうか。

よろしいです。

64

特記仕様書（案）Ｐ９、Ｐ１４
基本設計及び実施設計の成果物に、敷地造成
基本設計図書及び敷地造成設計図書が示され
ていますが、通常の建築設計業務における設
計及び積算仕様であり、土木工事共通仕様書
並びに設計要領、積算基準の適用はないもの
と考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

65

新病院建設構想（改訂版）Ｐ４、Ｐ４８
「エネルギーサービス（ＥＳ）事業の採用を
検討する」と記載がありますが、Ｐ４８の事
業費はＥＳを採用しない場合の工事費と考え
てよろしいでしょうか。

よろしいです。



66

新病院建設構想（改訂版）Ｐ４、Ｐ４８
「エネルギーサービス（ＥＳ）事業の採用を
検討する」と記載がありますが、ＥＳ事業者
によるコンサルタント業務は、設計・監理業
務とは別途契約されると考えてよろしいで
しょうか。

よろしいです。

67

新病院諸室構成（Ｐ３０）の救急エリアの救
命救急エリアの処置室の初療室（オープン
ベッド３床）確保と記述があり、新病院建設
構想（改定版）（Ｐ１５）の（３）救急部門
の②部門レイアウトでは初寮室（オープン
ベッド３床と縫合処置ベッド１～２床）と記
述があるが、どちらが正でしょうか。
また、同エリア（Ｐ３１）の経過観察スペー
スでは、新病院諸室構想（改定版）（Ｐ１
５）では４床程度と記述があり、新病院建設
構想（改定版）では６床程度とあるがどちら
が正でしょうか。

いずれも諸室構成を正とします。

68

新病院諸室構成（改定版）（Ｐ２５）の５）
放射線の画像診断エリアの処置・回復室（Ｃ
Ｔ/ＭＲＩ室共用）で１室とあるが、新病院
建設構想（改定版）（Ｐ２２）（７）放射線
診断・治療部門の②レイアウトでは（ＣＴ,
ＭＲＩ及びＲＩに、処置回復室を１室ずつ設
置）すると記載がありこの場合３室必要にな
るが、記載内容はどちらが正でしょうか。

諸室構成を正とします。

69

プロポーザル実施要領、要領２に「（５）周
辺道路の南側道路幅員７ｍ（将来拡張予定が
ある）」と記載ありますが、開院時点で拡幅
が完了すると考えてよろしいでしょうか。ま
た、拡幅する道路線形について想定の資料が
ありましたらご教示ください。

よろしいです。
道路線形については、現況道路から南側に３ｍ
程度拡幅することで検討しています。

70

敷地測量図等平面図に記載のある敷地外の市
道砂谷横山線は竣工後も制約がなく利用可能
と考えてよろしいでしょうか。
あるいは市道砂谷横山線付け替えの予定等が
ありましたらご教示ください。

現在のところ、市道付替えの予定はありませ
ん。

71

新病院建設構想（改訂版）Ｐ６、Ｐ２８には
「外来部門に循環器内科、心臓外科、心大血
管リハビリテーション等の関連機能を集約し
た心臓病センターを新たに設置する」と記載
がありますが、新病院諸室構成Ｐ３９、３）
リハビリテーションには「原則として整形外
科病棟、脳神経外科病棟と同じ階に設置する
こと」となっています。二分して外来と病棟
階に設けると考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。№7を参照してください。



72

新病院建設構想（改訂版）Ｐ１１には「病床
種別は、一般病床、救急病床・集中治療病床
の区分とする」と記載がありますが救急病床
及び集中治療病床は新病院建設構想（改訂
版）Ｐ７病床内訳の表に記載がある「一般病
床の救命救急エリア内（夜間緊急入院対応）
８床」「ＥＩＣＵ・ＧＩＣＵ・ＳＣＵ計２４
床」が該当すると考えてよろしいでしょう
か。

よろしいです。

73

新病院建設構想（改訂版）及び新病院諸室構
成に患者厚生諸室の患者図書室、レストラン
やコーヒーショップなどの記載がありません
が、適宜設けることと理解してよろしいで
しょうか。諸室構成など資料があればご教示
ください。

よろしいです。諸室構成については、ホーム
ページで提示しているもの以外に資料はありま
せん。

74

新病院建設構想（改定版）Ｐ４８の４医療機
器等整備費（２）医療情報システムに含む項
目の概要をお教え願えないでしょうか。

現在使用しているシステムと同程度のシステム
の採用を考えています。
なお、現在の「医療情報システム」の範囲は以
下のとおりです。
電子カルテシステム、診療ＤＷＨシステム、医
事会計システム、経営支援システム、未収金管
理システム、放射線診断情報システム（ＲＩ
Ｓ）、放射線画像管理システム（ＰＡＣＳ）、
画像検像システム、献体・細菌検査システム、
病理検査システム、生理検査システム、輸血検
査製剤管理システム、採血採尿支援システム、
感染管理システム、眼科診療支援システム、診
断書作成システム、調剤システム、耳鼻科ファ
イリングシステム、文書管理システム、表示シ
ステム、安全管理システム、栄養管理システ
ム、栄養指導システム、看護勤務管理・看護人
事システム、財務会計システム、物流管理シス
テム、麻酔記録管理システム、ＢＣＰ、グルー
プウェア、病歴管理システム、拡張版テンプ
レート統計出力システム、画像検査統合表示シ
ステム

75 新病院では健診業務は対応しないと考えてよ
ろしいでしょうか。

よろしいです。

76

路線測量図等平面図、路線測量図等横断３
建設予定地内部の東西方向の「市道砂谷横山
線」と水路らしきものは残す必要がなく建物
を配置可能と考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

77

新病院建設構想（改訂版）Ｐ４８に記載のあ
る「愛知用水付替」と記載がありますが、詳
細が不明です。資料がございましたらご教示
ください。

市道砂谷横山線に愛知用水の支線が布設されて
いるため、その付替えに必要な設計費と工事費
を見込んでいます。



78

業務仕様（２） 追加業務の内容及び範囲と
して、「地震計の設置及び計測業務　・既往
調査孔（１か所）を利用して、孔底での地震
計設置及び計測、また、基本設計および実施
設計の成果品として「地震計計測結果報告
書」の記載がありますが、いずれも、今回行
う地盤調査で、ボーリング調査孔底に地震計
を１か所設置し、常時微動を計測した結果を
報告するということで良いでしょうか。

№18の回答のとおり、建設予定地内で令和元年
に実施した地盤調査でのボーリング調査孔（№
２）の孔底に地震計を設置し、その計測データ
を構造設計に活用することを考えていますが、
本業務内で実施する地盤調査の調査孔を利用し
ても構いません。

79

特記仕様書（案）Ｐ１４に「Ⅰ.その他･成果
図書に基づく積算図書（工種等別にまとめ
る）」と記載ありますが、市で決めておられ
る区分がありましたらご教示ください。

特に市で定めた区分はありません。

80

プロポーザル実施要綱第３条２（８）に該当
する実績は、免震構造又は制震構造の建築物
であれば用途、規模等の制限はないと考えて
よろしいでしょうか。

よろしいです。

81

様式７の構造担当主任技術者の主要業務実績
は同種・類似業務ではない免震構造又は制震
構造の建築物の設計実績を記載してよろしい
でしょうか。

主要業務実績には、（　）内に記載しているよ
うに「平成１６年４月１日以降に、日本国内で
竣工又は実施設計業務を完了した同種又は類似
業務実績を記入する」こととしています。

82
半田市立半田病院の既存図をいただくことが
できますでしょうか。

№24のとおりです。

83

プロポーザル実施要領
１０参加表明書等の提出方法等（５）提出部
数
ＣＤ－Ｒでのデータ提出は、様式２から様式
９までをＰＤＦ形式で提出すると考えて宜し
いでしょうか。

よろしいです。ただし、様式１についても一緒
に提出していただいて構いません。

84

プロポーザル実施要領
１１質問書の提出手続き等（２）質問書の提
出期限
令和２年１月１７日（金）正午までとありま
すが、その後、新たな質疑期間は設定しない
との理解で宣しいでしょうか。

よろしいです。

85

プロポーザル実施要領
１３技術提案書等の提出方法（５）提出部数
ＣＤ－Ｒでのデータ提出は、様式１２から様
式１４までをＰＤＦ形式で提出すると考えて
宜しいでしょうか。

よろしいです。ただし、様式１２についても一
緒に提出していただいて構いません。

86

プロポーザル参加表明書等作成要領
３参加表明等の評価基準
見積金額には、最低制限価格等の基準価格等
は無いとの理解で宣しいでしょうか。
また、内訳書の添付は不要との理解で宣しい
でしょうか。

よろしいです。



87

様式集
（様式３）設計事務所の主要業務実績
施設の概要欄「完了年月」は、竣工年月を記
載するとの理解で宣しいでしょうか。

よろしいです。

88

様式集
（様式３）設計事務所の主要業務実績
（様式３）備考欄及び、参加表明書等作成要
領１．（２）アに記載の通り、「同種実績」
について実施設計が完了した実績であれば、
竣工の有無に関係なく同一の評価点数と理解
して宣しいでしょうか。

よろしいです。

89

特記仕様書（案）５－１
管理技術者及び照査技術者の資格要件は次に
よる。とありますが、実施要領の６参加資格
及び条件の中に、管理技術者及び照査技術者
の記載がございません。参加表明書等の提出
書類について、管理技術者及び照査技術者届
は不要と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

90

特記仕様書（案）３計画施設概要（２）既存
病院等
解体設計費算出のため、既設病院等（病院、
院内保育所、きぬうら寮、旧半田常滑看護専
門学校、病院南棟、その他付属建屋）の施設
概要（延べ面積、階数、構造、竣工年月）及
び配置図、各階平面図をご教示願います。

施設概要については、追加資料２のとおりで
す。
なお、設計図面については、№24のとおりで
す。

91

特記仕様書（案）
Ⅱ業務仕様　１基本設計業務の内容及び範囲
（２）追加業務の内容及び範囲
土壌汚染・地下埋設調査業務は、既存図や履
歴資料による机上調査と考えて宜しいでしょ
うか。

よろしいです。

92

新病院諸室構成　Ｐ．３１
救命救急エリア内に設置する一般病床８床
は、４床室×２室と考えて宜しいでしょう
か。

８床室を１室と考えています。

93

新病院諸室構成　Ｐ．３１
スタッフエリア内に設置する当直室５室は、
Ｐ．３の医師当直室７室には含まれないとい
う考えでよろしいでしょうか。

よろしいです。

94

その他
既設病院の年間の光熱水費及び使用量（電
力・ガス・油・上下水・井水）をご教示願い
ます。

№13のとおりです。

95
その他
院外薬局の建設場所は計画されていますで
しょうか。

当院では、院外薬局の建設は計画していませ
ん。



96

その他
敷地外の道路、上下水道の整備計画があれば
ご提示頂けないでしょうか。

いずれも検討中であり、具体的に提示できるも
のはありません。
道路整備計画については、№32や№69のとおり
です。
上下水道については、各事業者（半田市水道事
業、半田市下水道事業）にご確認ください。

97

その他
造成設計において、調整池の設置など現段階
で分かっている条件、指導があればご教示願
います。

関係法令のとおりです。詳細は、各担当部局に
お問い合わせください。

98

設計業務特記仕様書（案）Ｐ.１
３．計画施設概要　（２）既設病院等のアス
ベスト、ダイオキシン、ＰＣＢ、フロン等の
調査は、調査済と考えてよろしいですか。

№25のとおりです。

99
参考資料
路線測量図等のＤＸＦデータをご提供いただ
けますか。

ＤＸＦデータはありませんが、必要であればＤ
ＷＧデータをご提供いたしますので、メール又
は電話で事務局にご連絡ください。

100
現在の市立半田病院の年間エネルギー消費量
（電力、ガス、水道、油）をご教示いただけ
ますか。

№13のとおりです。

101

現在の市立半田病院の空調用エネルギー消費
量（電力、ガス）と冷水/温水の使用熱量を
計測されていましたらご教示いただけます
か。

空調用エネルギーに特化したデータは、計測し
ていません。

102

様式２に記載する各分野それぞれの資格欄に
ある「その他」に記入する人数について、資
格を持たない技術者を含んで記入してよろし
いでしょうか。ご教示ください。

よろしいです。

103

様式７に記載する資格について、複数の資格
を持つ技術者は、複数の資格を記入してよろ
しいでしょうか。また、その場合はそれぞれ
の枠を広げて、２枚に渡って提出してよろし
いでしょうか。ご教示ください。

原則として、次の順で、いずれか一つを記入し
てください。（「Ａ＞Ｂ」は、Ａを優先するこ
とを示す。）
①意匠担当・積算担当
一級建築士・技術士＞建築積算資格者＞その他
②構造担当
構造設計一級建築士＞一級建築士・技術士＞そ
の他
③電気設備担当
設備設計一級建築士＞建築設備士・一級建築
士・技術士＞一級電気工事管理施工技士＞その
他
④機械設備担当
設備設計一級建築士＞建築設備士・一級建築
士・技術士＞一級管工事管理施工技士＞その他

104
様式９、様式１２、様式１３は、四方の余白
の大きさや、枠の有無については任意と考え
てよろしいでしょうか。ご教示ください。

よろしいです。



105

「参加表明書等作成要領」１頁１（２）イに
ついて、「類似業務」とは、総病床数２００
床以上、延床面積２０，０００㎡以上→この
表現の「、」は「かつ」と読むのか、または
「又は」と読むのでしょうか。

№31のとおりですので、「又は」と読んでくだ
さい。

106

「参加表明書等作成要領」１頁１（２）イに
ついて、「又は」救命救急センターを有する
病院→この「又は」は、病床数が２００床以
下でも、延床面積が２０，０００㎡以下でも
救命救急センターなら良いと考えてよろしい
でしょうか。

よろしいです。

107

「参加表明書等作成要領」２頁１（２）スに
ついて、業務の一部を再委託する協力事務所
とは、業務特記仕様書（案）Ｐ４のⅡ業務仕
様１.（２）の敷地測量業務からヘリポート
コンサルタント業務までの９業務が対象とな
りますが、様式８の協力事務所等について
は、項目を入れて未定としてもよろしいで
しょうか。

よろしいです。

108
駐輪場（自転車・バイク）の必要台数をご教
示ください。職員用・一般用の配分のご想定
がありましたら、併せてご教示ください。

職員用として６０台程度、一般用として３０台程
度を想定しています。

109

「新病院建設構想」１２頁５行目「脳神経外
科及び神経内科が入る病棟にはＳＣＵ６床を
設置する」とありますが、１３頁９行目「Ｅ
ＩＣＵ・ＧＣＵ・ＳＣＵは･･･集中治療部門
として集約的に配置し」とあります。
前者が誤、後者が正と考えてよろしいでしょ
うか。

よろしいです。

110

「参加表明書等作成要領」４頁１６行目１
（３）エ「④具体的な設計図・模型写真・透
視図等を使用してはならない」とあります
が、表現の許容範囲については、「技術提案
における視覚的表現の取扱いについて」（平
成３０年４月２日付事務連絡大臣官房官庁営
繕部通知）に準拠するものと考えてよろしい
でしょうか。

よろしいです。

111

「新病院諸室構成」５頁の保育施設は延床面
積３７，０００㎡程度の中に含まないと考え
てよろしいのでしょうか。また、病院内構築
か別棟かは提案によると考えてよろしいで
しょうか。

保育施設の面積は、「３７，０００㎡程度」の
中に含むものとします。
なお、病院内か別棟かについては、提案に基づ
いて検討いたします。

112 既存病院の電気、ガス、油、上下水道の年間
消費量、年間使用料金をご提示ください。

№13のとおりです。

113
既存病院の年間の設備機器運転管理費、設備
機器保守点検費、修繕費、清掃費、警備費を
ご提示ください。

追加資料３のとおりです。


