質問回答書
No.

該当箇所

資料名

回答

質問内容
不可です。

1

公示

3

(5)
(6)

参加資格

2

説明書

5

(1) カ

提出書類会社概要に
ついて

3

4

5

6

7

8

9

説明書

説明書

5

5

(1) カ

(1) カ

5

(1)

7

(1)

説明書

5

(1)

7

(1)

説明書

5

(1)

7

(1)

説明書

5

(1)

7

(1)

説明書

基本仕様書

5

(1)

提出書類会社概要に
ついて

提出書類会社概要に
ついて

参加申込み
企画提案書

参加申込み
企画提案書中の
CM業務等の実績
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企画提案書中の
CM業務の実施体制等

ＣＭ業務の対象とな
る病院施設の概要等

グループ企業（連結決
算、同一事務所）の社員
が各分野の担当者を担う
事は可能でしょうか。
可能な場合、グループ会
社の資料も必要でしょう
か。
添付の商業登記簿謄本は 写しも可とします。
原本が必要となります
か。

添付書類の会社の基本理 お見込みのとおりです。
念及び行動指針はHPを印
刷したものや、就業規則
や会社説明資料のコピー
で問題ないでしょうか。

添付書類の倫理規定は就 倫理規定は就業規則の服務
業規則の服務規程のコ
規程とは異なるものと考え
ピーで問題ないでしょう ています。
か。

参加申込みと企画提案書 正本はステープル留とし、副
の提出体裁は、クリップ 本はクリップ留等としてくださ
留等が望ましいと考えて い。
よろしいでしょうか。

CM業務等の実績は、依頼
者との守秘義務契約等に
より、名称や外観が特定
できない表現での記載が
認められると理解してよ
ろしいでしょうか。

出来る限り契約名称を記載し
てください。守秘義務がある
実績については、「A病院新
築工事」等可能な範囲で記
載してください。

グループ企業（連結決
不可です。
算、同一事務所）が行っ
た業務を、実績として扱
う事は可能でしょうか。

グループ企業（連結決
不可です。
算、同一事務所）の社員
が担当者を担う事は可能
でしょうか。

北部医療センター安佐市 お見込みのとおりです。
民病院（仮称）の新築工
事及び安佐医師会病院
（仮称）の改修工事に伴
う計画不適合（瑕疵）対
応は、本業務の範囲外と
理解してよろしいでしょ
うか。

10 基本仕様書

11 基本仕様書

12 基本仕様書

13 基本仕様書

14 基本仕様書

15 基本仕様書

16 基本仕様書

17 基本仕様書

18 基本仕様書

5

6

6

6

6

6

6

6

6

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

ＣＭ業務の対象とな
る病院施設の概要等

北部医療センター安佐市 お見込みのとおりです。
民病院（仮称）のエネル
ギーサービス事業の対象
部位は、本業務の範囲外
と理解してよろしいで
しょうか。

ＣＭ業務の委託内容

中長期病院施設改修計画 お見込みのとおりです。
の策定に当たっては、過
去のデータを基にした見
直により策定すると理解
してよろしいでしょう
か。

ＣＭ業務の委託内容

中長期病院施設改修計画 含まれます。
の策定対象に、竣工直後
の「北部医療センター安
佐市民病院（仮称）」は
含まないものと理解して
よろしいでしょうか。

ＣＭ業務の委託内容

中長期病院施設改修計画 含まれます。
の策定対象に、竣工直後
の「安佐医師会病院（仮
称）」の電気設備と機械
設備は含まないものと理
解してよろしいでしょう
か。

ＣＭ業務の委託内容

中長期病院施設改修計画
の策定業務において、
『検討の際、広島市の保
全計画作成マニュアルや
市有建築物省エネ仕様を
踏まえるものとする』と
ありますが、これらの基
準内容へ追加・変更を予
定する中長期保全対象の
項目は無いものと理解し
てよろしいでしょうか。

ＣＭ業務の委託内容

『翌年度以降の当初予算 基本仕様書の５(3)に示す件
編成に必要な工事費等の 数と金額程度を想定していま
概算額算出業務』とあり す。
ますが、各年において御
想定の総額、並びに総件
数を御教示ください。

ＣＭ業務の委託内容

基準内容の追加・変更は原
則ありません。
ただし、製造が中止されてい
る蛍光灯の改修等明らかに
改修工事が必要な設備につ
いては、含まれるものとご理
解ください。

『予算の変更等で臨時に 現時点では不明です。
指定する工事費等』とあ
りますが、各年において
御想定の総額、並びに総
件数を御教示ください。

ＣＭ業務の委託内容

工事費等概算額算出業務
において、概算算出の根
拠となる改修計画にかか
る簡易設計（改修前後
図、撤去・改修対象の範
囲や数量、改修仕様・グ
レードの設定、病院運用
等により制限される工事
条件の設定等）は業務に
含まないものと理解して
よろしいでしょうか。

左記簡易設計の内容は、(ｲ)
工事計画についての調査・検
討及び(ｳ)要求条件の整理・
把握に含まれます。

ＣＭ業務の委託内容

工事費等概算額算出業務 小規模なものは含まれます。
において、小規模なもの ただし、現時点で、部分増築
を含め、各病院における 等は予定していません。
部分増築、並びに敷地別
棟増築にかかる概算算出
は、業務に含まないもの
と理解してよろしいで
しょうか。
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『（オ）施工計画等につ お見込みのとおりです。
いて、病院関係部門・関
係機関との調整』とあり
ますが、設計業務、及び
工事施工にかかる調整業
務は工事監理者、及び施
工者が行うものとして、
CMはその助言を行うもの
と理解してよろしいで
しょうか。
『ス 安全管理業務』と お見込みのとおりです。
ありますが、施工者に責
がある安全管理業務をCM
確認することと理解して
よろしいでしょうか。

ＣＭ業務の委託内容

『(ｲ) 瑕疵に対する調整 年１回を予定しています。
(周年検査を含む。)』と
ありますが、広島市立病
院機構としての周年検査
の頻度を御教示くださ
い。

ＣＭ業務の委託内容

『市立病院機構所属の職 お見込みのとおりです。
員のうちから主任検査員
を指名している場合に限
り、ＣＭ業務受注者の配
置技術者を検査員として
指名する。』とあります
が、あくまで報告書の押
印権限は、広島市立病院
機構にあり、CMは実務的
検査業務を代理するもの
と理解してよろしいで
しょうか。

建物概要

建物概要

安佐医師会病院（仮称） 広島市の区分所有部を含
の各棟の保有形態に「広 め、業務範囲となります。
島市と機構の区分所有」
とありますが、広島市の
区分所有部は業務範囲外
であり、廊下や受変電等
の共用部は本業務内であ
る、と理解してよろしい
でしょうか。
安佐医師会病院（仮称） 上記のとおりであるため、平
の各棟の保有形態に「広 面図等による提示は行いま
島市と機構の区分所有」 せん。
とありますが、機構の区
分所有部及び共有部があ
れば、平面図等で業務対
象範囲を御教示頂けませ
んでしょうか。

