
様式４－２

1 17 2 10 （2） -

関係官公署等へ

の届出手続き等

に係る必要な費

用

確認申請手数料について、計画変更を１

回のみ見込むとしてよろしいでしょうか。

宜しいです。

2 23 2 4 （1） ｂ

ウォークスルー動

画

指定する動画の再生時間がありました

ら、ご提示下さい。

ホームページに建物概要を公開するため

のものと位置づけてください。２～３分程度

の動画を予定しています。

3 29 2 4 （2） ｊ

CADデータの保

存形式

電子データはDXF・DWG・JW-CADの全

てを成果物とすればよろしいでしょうか。

宜しいです。

4 29 2 4 （2） ｊ

CADデータの保

存形式（BIMデー

タ）

指定するBIMデータの保存形式・保存内

容・保存範囲がありましたら、ご提示くださ

い。

IFC形式としてください。

5 4 1 1 4

各文書の優先順

位

各文書の優先順位が示されていますが、

実施設計（発注者にて承認されたもの）

完了後は、実施設計図書が最上位に位

置すると考えてよろしいでしょうか。

実施設計図書完成後の各文書の優

先順位は以下とします。

（１）　打合せ議事録等の変更記録

（２）　質問回答書

（３）　要求水準書

（４）　基本設計書

（５）　実施設計図書

（６）　共通仕様書

（７）　その他適用基準類

6 8 1 3 17 住民問題リスク

「設計・建設業務に係る住民反対運動・

訴訟に関するもの」のリスク分担が、「受

注者の裁量により対応すべきものであり、

受注者が負担する。」とありますが、社会

通念上受注者の裁量を超えると判断され

る場合は、済生会様にてそのリスクを負

担して頂けるとの理解でよろしいでしょう

か。

協議によります。

7 8 1 3 27 工事遅延

受注者のコントロールが及ばない外部要

因によって工事が遅れた場合は、済生会

様にてそのリスクを負担して頂けるとの理

解でよろしいでしょうか。

発注者と受注者が協議して重大なものと

認め、かつ、受注者が善良な管理者とし

ての注意をしたと認められるものは、発注

者の負担とします。

8 9 1 3 37 設計リスク

「（ただし、変更による工事費増は、、、）」

とあります。変更の程度によっては見直し

提案による減では増加分を吸収しきれな

い場合があると考えられ、その場合は協

議によるものと考えてよろしいでしょうか。

宜しいです。

9 10 1 3 44 工事遅延

受注者のコントロールが及ばない外部要

因によって工事が遅れた場合は、済生会

様にてそのリスクを負担して頂けるとの理

解でよろしいでしょうか。

発注者と受注者が協議して重大なものと

認め、かつ、受注者が善良な管理者とし

ての注意をしたと認められるものは、発注

者の負担とします。

10 15 2 1 3 (5) 適用基準等

10月4日要求水準書P17（5）の文章の修

正により、Ｐ15の「設計監修者」という記載

部分は、削除と考えてよろしいでしょう

か。

宜しいです。

回答

　「要求水準書「添付資料1」」に関する質問書

該当箇所

ﾍﾟｰｼﾞNo タイトル 質問



様式４－２

　「要求水準書「添付資料1」」に関する質問書

11 15 2 1 4 （2） 実施体制

「統括代理人は、提出された実施体制に

おける管理技術者又は現場代理人が全

体の統括者として兼務する」とあります

が、入札実施要項書では（P6）、「統括代

理人は、管理技術者又は、現場代理人を

兼務してもよい」とあります。入札実施要

項書を正と考えてよろしいでしょうか。

宜しいです。

12 20 2 2 2 （１） 実施設計業務

工事施工段階で設計者が行うことに合理

性がある実施設計に関する業務が実施

設計業務に記載されていませんが、対応

は不要と考えてよろしいでしょうか。

対応することとします。

13 20 2 2 2 （１）

二

バリアフリー新法

バリアフリー新法の第１７条に基づく認定

取得するために廊下や階段等の床面積

が増え、本来の病院機能として使用する

ことが出来る床面積が減少することになり

ますが、認証を取得する必要があると考

えてよろしいでしょうか。

不要とします。

14 21 2 2 2 （１）

ネ

ヘリポート

ヘリポートの設置について、今回は該当

しないと考えてよろしいでしょうか。

宜しいです。

15 21 2 2 2 （１）

ノ

医療法

医療法に基づく許認可申請の申請手続

業務について、受注者が行う業務は建設

に係る資料作成と考えてよろしいでしょう

か。

宜しいです。

16 21 2 2 2 （１）

へ

各種広報資料

各種広報資料について、具体的な作業

内容をご教示ください。

ホームページや院内外公告において、建

設に係る資料の提示などです。

17 21 2 2 2 （１）

ヤ

有害物質調査業

務

有害物質調査業務について、具体的な

想定内容をご教示ください。

病院が実施するアスベスト調査で調査で

きない箇所（配管周りの保温材や、壁の中

の下地材等）に有害物質が含まれている

と想定される場合、その個所を調査しなけ

ればならないと想定しています。

その他、ダイオキシン調査及び、PCB調査

を実施した資料を提示しますが、提示した

調査範囲以外で必要となる個所がある場

合は、施工者の判断により、調査業務を

計画してください。

18 21 2 2 2 （１）

ユ

その他

「～諸手続き業務」については、申請対

象により申請主体が異なるために、今後

の協議により主体か補助かを決定すると

考えてよろしいでしょうか。

宜しいです。

19 22 2 2 3 （4）

設計監修者への

対応

10月4日要求水準書P17（5）の文章の修

正により、Ｐ22の「設計監修者」への対応

部分は、削除と考えてよろしいでしょう

か。

宜しいです。

20 23 2 2 4 （１）

ウォークスルー動

画

ウォークスルー動画について、どの程度

の動画（秒数など）かご教示ください。

ホームページに建物概要を公開するため

のものと位置づけてください。２～３分程度

の動画を予定しています。

21 29 2 2 4 （2） i.その他

「災害応急対策活動に必要な施設等の

検討資料」について、具体的な内容をご

教示ください。

トリアージスペースを確認・検証した資料

等を想定しています。

22 29 2 2 4 （2） 欄外/BIMデータ

BIMデータについて、保存形式等が記載

されていませんが、任意のソフトで作成し

てよろしいでしょうか。

IFC形式としてください。



様式４－２

　「要求水準書「添付資料1」」に関する質問書

23 31 2 3 3 （１）

カ

土地家屋調査

土地家屋調査について、調査範囲をご

教示ください。

本工事にて影響が出ると想定される

範囲を施工者の判断で実施してくだ

さい。

24 34 2 3 3 （3）

（コ）

使用材料

「下地、仕上げ材料とも不燃材料以上の」

について、建築基準法上の要件を満た

すことと読み替えてよろしいでしょうか。

宜しいです。

25 35 2 3 3 （3）

（ス）

その他

モデルルームについて、建屋内で製作

すると考えてよろしいでしょうか。

宜しいです。

26 40 2 4 1 （１） 完成検査

「完成検査は契約図書による」について、

契約図書及び設計変更に伴う関係書類

による、と読み替えてよろしいでしょうか。

宜しいです。

27 40 2 4 2

（1）

（２）

中間検査及び部

分払出来高検査

「検査は契約図書による」について、契約

図書及び設計変更に伴う関係書類によ

る、と読み替えてよろしいでしょうか。

宜しいです。

28 44 3 3 1 （２） 施設基準

療養環境加算について、記述がありませ

んが不要と考えてよろしいでしょうか。

必要となります。

29 48 3 4 1 （4）

オ

バス

ロータリー内に乗入れるバスについて、

車種をご教示ください。

現行では以下のバスが乗り入れていま

す。

日野リエッセ２９人乗り：4台

三菱ｴﾗﾛﾐﾃﾞｨ５６人乗り：１台

ﾊｲｴｰｽｺﾐｭｰﾀｰ１３人乗り：１台

これらに加えて近鉄・南海の路線バスが

乗り入れすることができるように想定くださ

い。

30 48 3 4 1 （4）

オ

シンボルツリー

現ロータリーの樹木について、位置や大

きさ、樹種などの詳細をご教示ください。

楠木幹周150cm 樹高15ｍ　葉張10ｍ×2

本

楠木幹周144cm 樹高15ｍ　葉張15ｍ×１

本

31 5

第1

章

第2 5 （４） 付属建物

キャノピー等とありますが、具体的にご教

示ください。（例、ゴミ置き場、・・・）

10月25日に配布予定です。

32 6

第1

章

第2 7 （４）

要求水準に特段

記載が無い場合

関係法令・条例等を遵守するとありますが

基本設計に反映されていない場合には、

各見積者において見積内容が異なる可

能性があります。図面提示後の質疑回答

を除き、契約後に行う実施設計において

判明した場合には、コスト調整を図る機会

が別途あるものと考えてよろしいでしょう

か。

関係法令については、参加者の経験に基

づき適宜判断し、法令を順守し見積ること

としています。

33 7

第1

章

第3 8 許認可リスク

上記以外の許認可とは、どのようなもので

しょうか。

条例などの制定により、設計図を添付して

申請する簡易な許可申請等を想定してい

ます。

34 7

第1

章

第3 10 許認可リスク

受注者が取得すべき許認可とは、どのよ

うなものでしょうか。

設計や工事を進めるために行う許可申請

です。

「特定建設作業実施届出書」などを想定し

ています。

35 7

第1

章

第3 11 許認可リスク

建築基準法関連の許可遅延リスクにおい

て行政協議における遅延が想定される場

合は、貴会においてもご協力頂き工期に

適合するよう最大限努めることとするが、

それでも遅延が発生する場合はこの限り

でないと考えてよろしいでしょうか。

行政協議における遅延が想定される

場合は、早めに行政協議を行い、遅

延しないよう事業を進めてください。



様式４－２

　「要求水準書「添付資料1」」に関する質問書

36 8

第1

章

第3 17 住民問題リスク

設計・建設業務に係るとありますが、設計

に対する住民反対運動とは、どのようなも

のでしょうか。（基本設計に起因するもの

は含まれないという理解でよろしいか？）

例えば、建物高さや外観等の反対運

動です。基本的に基本設計に起因す

るものは含まれませんが、設計変更説

明や建設について説明等、近隣対応

については、基本設計の内容に関わ

らず、対応範囲とします。

37 8

第1

章

第3 18 環境問題リスク

受注者が行う、設計、建設業務に起因す

る有害物質とありますが、有害物質とはど

のようなもを想定されているのでしょうか。

病院が実施するアスベスト調査で調

査できない箇所（配管周りの保温材

や、壁の中の下地材等）に有害物質

が含まれていると想定される場合、そ

の個所を調査しなければならないと想

定しています。

その他、ダイオキシン調査及び、PCB

調査を実施した資料を提示しますが、

提示した調査範囲以外で必要となる

個所がある場合は、施工者の判断に

より、調査業務を計画してください。

38 16

第2

章

第１ 6 （２） 予定工程表等

設計工程表に記載する内容で、病院各

部門とのヒアリングとありますが、基本設

計段階で、各部門の希望内容をヒアリン

グし、その結果が配布資料に反映されて

いると考えてよろしいでしょうか。

宜しいです。

39 17

第2

章

第１ 10 （５）

許認可申請にか

かる手続き

医療法に基づく許認可申請を受注者が

代行して行うとありますが、申請の主体は

貴会で受注者は支援業務という理解でよ

ろしいか？

宜しいです。

40 17

第2

章

第１ 10 （３）

別途工事に係る

注意点

医療機器に伴う下地補強工事の概要

は、配布される資料（基本設計者作成）に

て提示されると考えてよろしいか。

宜しいです。

41 17

第2

章

第１ 11 （３）

別途工事に係る

注意点

各部署とのヒアリングにおいて示すもの、

とあるが、基本設計者が作成した資料と

理解してよろしいでしょうか。

宜しいです。

42 18

第2

章

第１ 13 （１）

セルフモニタリン

グ

セルフモニタリングの成果品等作成資料

をご教示ください。

要求水準書及び、基本設計図書等に記

載の性能を記載したチェックシート作成し

ていただき、そのチェックシートに基づい

て、セルフモニタリングを行っていただく予

定としています。

確認者や確認日時等を記載した報告書

及び、チェックシートをセルフモニタリング

の成果品とします。

43 22

第2

章

第2 3 （４）

設計監修者への

対応

受注者は設計監修者の監督及び確認を

うけることとなっていますが、その後の現

場段階における設計意図伝達業務は実

施設計者が行うものと考えてよろしいで

しょうか。

宜しいです。

44 30

第2

章

第3 2 ウ

仮設血液浄化セ

ンター棟新築工

事

入札実施要項書Ｐ4、3業務期間の表内

には、「仮設」の表記がなく、また「仮設」

を解体する旨の表記もありませんが、当

該工事は仮設なのか本設なのかをご教

示ください。

本設とします。

45 43

第3

章

第2 3 （１）

敷地及び地盤状

況

北側隣接敷地への日影規制の厳しいこと

が、想定されます。

基本設計における平均地盤面高さの根

拠資料についてご教示ください。

10月25日に配布予定です。

46 46

第3

章

第４ 1 （１） 病院棟の計画

諸室の機能として一般的に備え付けるも

のとありますが、各室仕上表にてご教示く

ださい。

10月25日に配布予定です。



様式４－２

　「要求水準書「添付資料1」」に関する質問書

47 4

第1

章

第1 4

各文書の優先順

位

実施設計成果物を提出し、その内容が要

求水準を満たすと確認された以降は、実

施設計成果物は質問回答書を上回る順

位として位置づける、と考えて宜しいで

しょうか。

実施設計図書完成後の各文書の優先順

位は以下とします。

（１）　打合せ議事録等の変更記録

（２）　質問回答書

（３）　要求水準書

（４）　基本設計書

（５）　実施設計図書

（６）　共通仕様書

（７）　その他適用基準類

48 5

第1

章

第2 3 （5） 対象業務

対象業務に　（5）その他、上記業務内容

を実施するために必要となる業務が含ま

れるとありますが、想定されている業務内

容を具体的にご教示ください。具体的な

提示が困難な場合、明らかに対象業務に

は含まれない業務内容をご教示くださ

い。

消防との打合せや条例等の申請業務

などです。

49 5

第1

章

第2 5 (1) 施設計画概要

病院棟（入札実施要項書では新病院本

館）の延床面積が23,611㎡となっており、

入札実施要項書記載の面積（入札実施

要項書では延べ面積21891㎡）と相違し

ています。正しい面積を提示願います。

10月25日に配布予定です。

50 5

第1

章

第2 5 施設計画概要

入札実施要項書および対象業務に記載

のある「既存健診センター棟（改修）」の

記載がありません。施設計画の範囲内で

あると考えてよろしいでしょうか。

宜しいです。

51 17

第2

章

第1 11 (2)

別途工事に係る

注意点

引越に伴う医療機器等の引渡し前の搬

入等についての労務・養生に伴う費用

は、これらを当社で提供した場合（７）の

共益費に含むものと考えてよろしいでしょ

うか。

仮設費として見込んでください。

52 18

第2

章

第1 11 (7)

別途工事に係る

注意点

現場共益費は医療機器本体価格を除く

別途発注する工事金額の2%以下とのこと

ですが、本来工事金額で見込むべきもの

を医療機器本体価格に上乗せすること

で、現場共益費用の不当に低額化される

懸念があります。これを排除するために、

妥当な工事費であるかを受注者が査定

することは可能でしょうか。

可能です。

53 21

第2

章

第2 2

(1)

ネ

業務の範囲

基本設計図書にヘリポートがなく、入札

参加者からの提案によってヘリポートを設

置する場合、それに伴って発生する設計

作業等成果物の作成費用は入札参加者

の負担とする、と考えて宜しいでしょうか。

宜しいです。

54 21

第2

章

第2 2

(1)

ノ

業務の範囲

医療法に基づく許認可申請（医療機器等

を除く）の資料作成・申請手続業務につ

いて、人員体制等資料、申請書に記載が

必要な医療機器等のリスト、外部委託業

者の有無や業者名等の必要な情報は、

発注者側で作成頂くのが妥当なものと考

えますが、これらの資料は申請手続上適

切な時期に提供頂けるものと考えて宜し

いでしょうか。

宜しいです。

55 21

第2

章

第2 2

(1)

ノ

業務の範囲

放射線装置は実施設計段階で想定機種

を指示頂くとありますが、最終的な機種決

定については施工および申請手続上適

切な時期にご指示頂けるものと考えて宜

しいでしょうか。

宜しいです。
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56 24

第2

章

第2 4 (2)

業務に関する書

類、成果物の提

出

基本設計書で工事区分表は提示頂ける

とのことですが、実施設計着手後に協議

により工事区分が変更される可能性もあ

ると考えます。その場合も想定し、実施設

計に係る成果品にも工事区分表は必要と

考えて宜しいでしょうか。

宜しいです。

57 29

第2

章

第2 4 (2)

業務に関する書

類、成果物の提

出

CADデータの保存形式はDXF・DWG・

JW-CADとありますが、３つの形式すべて

必要でしょうか、いずれかでよいでしょう

か。ご指示ください。

３つの形式が必要です。

58 29

第2

章

第2 4 (2)

業務に関する書

類、成果物の提

出

BIMデータの形式は落札者の使用するソ

フト等に準じた形式と考えてよろしいで

しょうか。

IFC形式としてください。

59 29

第2

章

第2 4 (2)

業務に関する書

類、成果物の提

出

実施設計業務の成果図書に含まれる「各

種広報資料」について、具体的にご教示

ください。

病院がホームページや公告等で使う

パースや図面等です。

60 31

第2

章

第3 3

(1)

カ

調査に関して

「受注者は、建設工事の着工前に、一定

の範囲において家屋調査業務及び井水

状況調査を行うこと」との記載があります

が、一定の範囲とはどの範囲になります

でしょうか。また、井水調査の個所数につ

いてご教授下さい。

本工事にて影響が出ると想定される

範囲を施工者の判断で実施してくだ

さい。

井水調査は敷地内3か所とします。

61 32

第2

章

第3 3

(3)

ア

（ウ）

別途工事に関して

別途工事における“協力”とは，具体的に

どのような業務となりますでしょうか。ま

た，費用が発生する業務につきまして

は，別途清算していただけるという理解で

よろしいでしょうか。

別途発注業務における打合せへの参

加及び、別途発注業者が作成した図

面の摺合せ及び、施工図への反映

（スリーブ等）などとなります。

費用が発生する場合は、現場共益費

として見込み、足りない場合は経費に

見込んでください。（要求水準書：

P18、第２章、第1、１１、（７）を参照くだ

さい。）

62 34

第2

章

第3 3

(3)

イ

（ケ）

処分土に関して

場外処分については、関係法令に従い

適正に処理することとの記載があります

が、法4条届出により、行政より調査命令

がでないものとして考えてよろしいでしょう

か。（汚染土はないものとして考えてよろ

しいでしょうか）

地歴調査結果により現在行政と協議

中です。

63 36

第2

章

第3 3

(3)

イ

（ス）

“提供”に関して

医療機器、実験機器等の引渡し前の事

前搬入に関する労務及び養生等を“提

供”することとの記載がありますが、具体

的にどのうような業務となりますでしょう

か。また，費用が発生する業務につきまし

ては，別途清算していただけるという理解

でよろしいでしょうか。

別途精算としません。

養生費を仮設費として見込んでください。

64 42

第3

章

第1 2 (3) 概要

「これまでの経緯や本書及び基本設計を

十分に理解する」とありますが、基本設計

図書として議事録や検討図、経過記録

等、これまでの経緯を示す資料が含まれ

るのでしょうか。あるいは基本設計図書と

は別に計画の経緯を示す資料が交付さ

れるのでしょうか。ご教示ください。

10月25日に配布予定です。

65 43

第3

章

第2 3 (2)

敷地および地盤

状況

地盤状況は設計時に必要に応じて調査

等が可能とされていますが、提案段階で

は、基本設計書で判断できない場合は、

想定に基づきVE提案等を行ってもよろし

いでしょうか。

宜しいです。

ただし、提案は提案者の経験により実

現可能と判断したものを提案してくだ

さい。

66

44～

46

第3

章

第3 1 (2)

認定及び施設基

準等

本項に記載のない、あるいは基本設計書

でうたわれていない施設基準については

満たす必要はないと考えてよろしいでしょ

うか。

療養環境加算を取得する予定です。
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67

44～

46

第3

章

第3 1

(2)

(3)

認定及び施設基

準等

上記とは逆に本項等に記載はない施設

基準を満たすために、基本設計案より病

棟構成等に変更を加える提案は、評価の

対象として頂けるでしょうか。

評価の対象とします。

68 46

第3

章

第4 1

(1)

ケ

病院棟の計画に

関する事項

「高額医療機器を使用する部屋」につい

て、具体的に想定される機器をご教示く

ださい。

主な高額医療機器はアンギオ装置、

CT、MRI、結石破砕装置、X線TV装

置等を想定しています。詳細は設計

図書にて提示します。

69 48

第3

章

第4 1

(4)

オ

屋外の計画に関

する事項

シンボルツリーとされている樹木につい

て、具体的にご指示ください。

また当該樹木の加工・保存の提案が求め

られていますが、ご提案に当たりその方

針に至った背景（シンボルツリーに纏わる

歴史的背景・経緯・エピソード、病院や地

域としての思い入れなど）についてご説

明いただけないでしょうか。

現病院建築時に植林された楠木が現

在のロータリーに３本あり、当院ととも

に40年成長してきた経緯があります。

70 48

第3

章

第4 1

(4)

オ

屋外の計画に関

する事項

シンボルツリーの加工・保存の提案が求

められていますが、「加工する」とは、樹

木を物理的にどの状態まで変質させるこ

とが許容される（樹木としての形態を残す

状態、材木として製材した上で利用する

状態、など）でしょうか。

また、「残す」とは、具体的にどのような状

態をどの程度の期間保つ必要があるのか

ご提示ください。

木製の材質感の残る形であればいか

なる形質であっても結構です。材木製

品の仕様上耐えうる期間で構いませ

ん。

71 48

第3

章

第4 1

(5)

キ

設備の計画に関

する事項

放射線防護およびシールドについて、基

本設計図書で必要とされる性能の提示が

あると考えてよろしいでしょうか。

10月25日に配布予定です。

72 48

第3

章

第4 1

(5)

ツ

設備の計画に関

する事項

エアコン等ＩＮＶ搭載機器は高調波対策

（アクティブフィルター）を設けること、とあ

りますが、アクティブフィルター付がない

小容量のルームエアコン等の機器は、対

象外と考えてよろしいでしょうか。

10月25日に配布予定です。

73 49

第3

章

第4 1

(5)

ヌ

設備の計画に関

する事項

陰陽圧設定が必要な室には、必要に応

じて差圧ダンパー及びマノメーターを設

置のこと、とありますが、差圧ダンパー、マ

ノメーターを設置する具体的な対象室

は、基本設計図書で提示があると考えて

よろしいでしょうか。

10月25日に配布予定です。

74 49

第3

章

第4 1

(5)

ノ

設備の計画に関

する事項

特殊排気、臭気排気は排気処理設備

（フォルター等）を設けとありますが、具体

的な対象系統名は、基本設計図書で提

示があると考えてよろしいでしょうか。

10月25日に配布予定です。

75 49

第3

章

第4 2

その他検討中の

事項

「受注者は契約後、・・・基本設計の内容

について修正を行うこと」とありますが、契

約後の変更と明記されているため、当該

欄に記述されている2項目に関しては提

案しても評価対象には含まれないと考え

てよろしいでしょうか。

評価対象となります。

良い改善案があれば提案してくださ

い。

76 8 3 17 住民問題リスク

「設計・建設業務に係る住民反対運動・

訴訟に関するもの」が受注者負担となっ

ていますが、基本設計は受注者が行って

いない為、「基本設計で決められた設計

内容に係わる住民反対運動・訴訟に関

するもの」は本会負担との認識で宜しい

でしょうか。

基本的に基本設計に起因するものは

含まれませんが、設計変更説明や建

設について説明等、近隣対応につい

ては、基本設計の内容に関わらず、

対応範囲とします。
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77 9 3 31 不可抗力リスク

不可抗力と判断される事由による工事完

了の遅延が発生した場合の負担につい

て記載がございませんが、リスク分担の考

え方をご教示下さい。

「一般社団法人　日本建設連合会

設計施工契約約款（B）」第45条を原

則として協議によります。

78 9 3 31 不可抗力リスク

「残工事費の1％」とありますが、残工事費

とは、どのように査定を行い金額を決定す

るのでしょうか、ご教示下さい。

工事の進捗と内訳明細書により金額

を決定します。

79 9 3 32 物価変動リスク

本会が定める「スライド条項」の記載がご

ざいますが、条項が不明です。「スライド

条項」をご提示下さい。

「一般社団法人　日本建設連合会

設計施工契約約款（B）」第53条1項⑥

を原則として協議によります。

80 9 3 37 設計リスク

設計見直し等の提案による減額分により

吸収する前提とありますが、減額提案に

より吸収できなかった場合は追加請求対

象と考えて宜しいでしょうか。

吸収できないということがないよう、実

施設計を進めてください。

設計変更時に、事前にコストと変更有

無を確認しながら進めることを前提と

します。

81 10 3 39 地質障害リスク

合理的に想定できなかった地質障害、地

中障害物等は本会負担とありますが、土

壌汚染は無いものと考えて宜しいでしょう

か。また、土壌汚染の可能性がある場

合、対策工事による工事完了遅延のリス

クは、No.42の本会の事由による工事完

了の遅延と考えて宜しいでしょうか。

地歴調査により今後自主調査を予定

しています。

また、土壌汚染対策工事が必要となり

工事完了遅延のリスクは本会の事由

による遅延と考えて宜しいです。

82 15 2 1 5 敷地管理

工事範囲となる敷地については、受注者

にて想定しますが、本会との協議による

変更については増減対象と考えて宜しい

でしょうか。

増減対象となるかは内容によります。

83 17 2 1 10 (2) 申請・届出費用

「関係官公署への届出手続き等に係る必

要な費用は、受注者の負担とする」とあり

ますが、工事着工後に発注者（病院含

む）からの設計変更指示により必要となる

計画変更申請（確認申請、構造評定、防

災評定、省エネ法申請等）に係る必要な

費用は、リスク負担表No.37に基づき本会

負担ととの認識で宜しいでしょうか。

宜しいです。

84 17 2 11 (2)

別途工事に係る

注意点

医療機器等の引渡し前の搬入につての、

必要な労務及び養生などの提供とありま

すが、必要となる労務及び養生は本入札

対象となるでしょうか。対象となる場合は、

対象機器，労務人数等をご指示下さい。

MRI、放射線機器、医療情報機器（サー

バー等）等が対象となり、詳細は協議とな

ります。

搬入に伴い床及び壁を想定しており、養

生に必要な人数を見込んでください。

85 17 2 11 (3)

別途工事に係る

注意点

別途工事に伴う基礎工事、壁・天井等下

地補強工事は、本入札対象外と考えて宜

しいでしょうか。

宜しいです。

86 18 2 11 (7)

別途工事に係る

注意点

スリーブ及び開口補強費用等は別途工

事業からの受注者への依頼工事となりま

す。別途工事業者への費用請求を行い

ますので、現場共益費（賦金）から除きま

すが宜しいでしょうか。また、現場共益費

（賦金）の対象は、設置工事と考え医療

機器本体の金額も含むと考えますが宜し

いでしょうか。

要求水準書に記載の通りとします。

87 20 2 2 2 (1)ア 業務の範囲

平成21年国土交通省告示第15号別添-

第1項第三号（工事施工段階で設計者が

行うことに合理性がある実施設計に関す

る標準業務）は、業務範囲外との認識で

宜しいでしょうか。

対象とします。
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88 20 2 2 2 (1) 業務の範囲

申請手続き業務の中に開発許可申請は

記載されていませんが、不要もしくは別

途発注と考えて宜しいでしょうか。

現段階の協議では不要としています

が、

継続協議下さい。

89 21 2 2 (1) ネ ヘリポート

実施設計業務の中に「ヘリポートの調査、

検討及び設計」とあり、「※ヘリポーを設

置する場合に適用」とありますが、ヘリ

ポートを設置するするか否かは、入札前

に決定されるとの認識で宜しいでしょう

か。

現在、設置予定はありません。

90 29 2 2 4 (1) ＢＩＭデータ

成果物の提出書類に「BIMデータ」とあり

ますが、BIMの活用範囲は管理技術者の

判断で選定して宜しいでしょうか。

IFC形式としてください。

91 40 3 4 (1) ＢＩＭデータ

成果物の提出書類に「BIMデータ」とあり

ますが、BIMの活用範囲は監理技術者の

判断で選定して宜しいでしょうか。

IFC形式としてください。


