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１ 施設整備業務 業務の実施方針 

 

本事業の特性を踏まえ、本業務における事前調査、設計業務、工事監理業務、建設業務（第

一期工事・既存病院解体・第二期工事）における施設整備業務の実施方針を記載してください。

なお、以下の事項については必ず記載してください。（Ａ４判５枚以内で記載してください。） 

 

○ 本業務における提案のポイント、特にアピールしたい点を記載してください。 

○ 施設整備に関して設計から建設及び工事監理、開設に至るまでの取り組み方針につい

て記載してください。 

○ 品質確保の方針について記載してください。 

○ 業務遂行にあたり、想定されるトラブル・課題とその対応策を記載してください。 
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２ 施設整備業務 業務の実施体制 

 

本業務に係る実施体制について、記載してください。なお、以下の事項については必ず記載

してください。（Ａ４判５枚以内で記載してください。） 

 

(1) 実施体制 

 1) 組織体制及び役割分担 

○ 本業務の組織体制及び役割分担について図表を用いるなどして具体的に記載してく

ださい。 

 

 2) 施設整備期間を通した体制 

○ 長期にわたる施設整備期間を通じた体制について記載してください。 

○ 各業務の役割と連携方針について記載してください。 

 

(2) 組織体制 

 1) 設計関連組織体制の構成 

○ 担当部署等がどのような役割を担うか、また特徴や実例実績等について記載してく

ださい。 

○ 設計業務の的確な実施及び品質の確保の実現方法について記載してください。 

○ 設計業務における人員配置について記載してください。 

○ 設計業務責任者及び技術者（意匠、構造、設備）の実績について記載してください。

なお、要求水準書 第２総則 ２施設整備業務 （１）総論 エ施設整備にかかわ

る業務 （ク）各業務担当者に求める要件 に定める実績が確認できる経歴書を添

付してください。 

 

 2) 建設・解体関連組織体制の構成 

○ 担当部署等がどのような役割を担うか、また特徴や実例実績等について記載してく

ださい。 

○ 建設業務・解体業務の的確な実施及び品質の確保の実現方法について記載してくだ

さい。 

○ 建設業務・解体業務における人員配置について記載してください。 

○ 監理技術者及び主任技術者および技術者の実績について記載してください。なお、

要求水準書 第２総則 ２施設整備業務 （１）総論 エ施設整備にかかわる業務 

（ク）各業務担当者に求める要件 に定める実績が確認できる経歴書を添付してく

ださい。 
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 3) 工事監理関連組織体制の構成 

○ 担当部署等がどのような役割を担うか、また特徴や実例実績等について記載してく

ださい。 

○ 工事監理業務の的確な実施及び品質の確保の実現方法について記載してください。 

○ 工事監理業務における人員配置について記載してください。 

○ 工事監理者及び技術者（意匠、構造、設備）の実績について記載してください。な

お、要求水準書 第２総則 ２施設整備業務 （１）総論 エ施設整備にかかわる

業務 （ク）各業務担当者に求める要件 に定める実績が確認できる経歴書を添付

してください。 
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３ 施設整備業務 工程計画 

 

本業務における工程計画について記載してください。なお、以下の事項については必ず記載

してください。 

また、必要に応じ、図等を用いて視覚的に分かりやすく記載するとともに、提案の判断基準、

裏づけ、関連すべき法、条例等との関係等がある場合は併せて記載してください。（工程表はＡ

３版横で１枚、その他の事項についてはＡ４判４枚以内＜全体でＡ４版換算６枚以内＞に記載

してください。） 

 

(1) 全体工程 

設計業務及び建設業務の工程を下表に従い記載してください。 

基本設計着手日 平成  年  月  日 

基本設計完了日 平成  年  月  日 

実施設計着手日 平成  年  月  日 

実施設計完了日 平成  年  月  日 

Ⅰ期工事着工日 平成  年  月  日 

Ⅱ期工事着工日 平成  年  月  日 

竣工日 平成  年  月  日 

 

○ 設計から開院にまでの工程表を作成し記載してください。（部分的な工事などで、工

程の説明が必要な場合は具体的な名称を記載した上で説明すること。） 

 

(2) 工期遵守の考え方 

○ 工事状況により、工事大型車輌台数等の近隣・周辺環境に影響の与える項目及びそ

れに対する対応策について（想定される事項を可能な限り列挙すること。） 

○ 工期短縮の工夫や、不測の事態が生じた場合にスケジュールを遵守するための対策

等について 

○ その他工程上の各種対策について 
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４ 施設整備業務 事前調査 

 

本業務における事前調査の考え方について記載してください。なお、以下の事項については

必ず記載してください。 

また、必要に応じ、図等を用いて視覚的に分かりやすく記載するとともに、提案の判断基準、

裏づけ、関連すべき法、条例等との関係等がある場合は併せて記載してください。（Ａ４判５枚

以内で記載してください。） 

 

(1) 事前調査の実施時期、調査内容 

 

(2) 不測の事態への対応方針 
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５ 施設整備業務 設計・工事監理業務 

 

本業務における設計・工事監理業務の考え方について記載してください。なお、以下の事項

については必ず記載してください。 

また、必要に応じ、図等を用いて視覚的に分かりやすく記載するとともに、提案の判断基準、

裏づけ、関連すべき法、条例等との関係等がある場合は併せて記載してください。（Ａ４判５枚

以内で記載してください。） 

 

(1) 設計業務方針 

○ 設計業務の的確な実施について 

○ 品質の確保の実現方法について 

○ 病院とのヒアリング方法について 

○ 設計中の変更の対応について 

 

(2) 工事監理業務方針 

○ 工事監理業務の的確な実施について 

○ 品質の確保の実現方法について 

○ 工事中の変更の対応について 

○ 監理報告への対応について 

 

(3) 市が別途行う、医療機器等の整備等を行う事業者との連携 

 

(4) 不測の事態への対応 
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６ 施設整備業務 建設・解体業務 

 

本業務における建設・解体業務の考え方について記載してください。なお、以下の事項につ

いては必ず記載してください。 

また、必要に応じ、図等を用いて視覚的に分かりやすく記載するとともに、提案の判断基準、

裏づけ、関連すべき法、条例等との関係等がある場合は併せて記載してください。（Ａ４判５枚

以内で記載してください。） 

 

(1) 建設業務方針 

○ 建設業務の的確な実施について 

○ 品質の確保の実現方法について 

○ 工事中の変更の対応について 

 

(2) 解体業務方針 

○ 解体業務の的確な実施について 

○ 周辺環境に配慮に対する具体的な工法等について 

 

(3) 工事の安全性及び環境対策 

○ 周辺環境への配慮について 

○ 既存施設や利用者への配慮について 

 

(4) 不測の事態への対応 
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７ 施設整備業務 施設整備方針 

 

本業務における施設整備方針について、要求水準書第 ２総則 ２施設整備業務 （１）総

論 ア施設整備に関する基本方針を実現するための具体的な方策について記載してください。

なお、以下の事項については必ず記載してください。 

また、必要に応じ、図等を用いて視覚的に分かりやすく記載するとともに、提案の判断基準、

裏づけ、関連すべき法、条例等との関係等がある場合は併せて記載してください。（Ａ４判 15

枚以内で記載してください。） 

 

(1) 高度、急性期等医療の充実及び他の医療連携との機能分担可能な施設 

 

(2) 患者医療従事者にとって魅力ある施設 

 

(3) 将来の環境変化に対応できる施設 

 

(4) 安全な施設 

○ 避難動線、安全区画の構成などについて 

○ ヘリコプター離着陸施設について 

○ 目的別の有用性や防犯・非常時対応について 

○ 対象エリアにおけるセキュリティの管理方式と仕様について（なお、部分的に管理

方式が異なる場合は、設置場所が明確になるように記載してください。） 

○ 地下階の病院機能を維持・継続するために必要となる止水・防水対策の仕様・工法

等について 

 

(5) 地域及び環境並びに景観に配慮した施設計画 

○ 施設及び周辺環境との調和について 

○ 近隣における影響について 

○ 車両導入計画について 

 

(6) バリアフリーやユニバーサルデザインへの配慮 
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８ 施設整備業務 建築計画 

 

本業務における建築計画について要求水準書の遵守事項に留意して、記載してください。な

お、以下の事項については必ず記載してください。 

また、必要に応じ、図等を用いて視覚的に分かりやすく記載するとともに、提案の判断基準、

裏づけ、関連すべき法、条例等との関係等がある場合は併せて記載してください。（Ａ４判 35

枚以内で記載してください。、ただし、内部仕上表はＡ4版横としてください。） 

 

(1) 病院施設棟別概要 

 1) 病院関連施設（棟別） 

棟別名称 構造･階数 基準階高 建築面積 延床面積 基礎形式 最高高さ 

例)新本館棟 鉄骨鉄筋コンク

リ ー ト 造 、 免 震

構造地下、地上

○階 

病棟○ｍ 

外来○ｍ 

○○○㎡ ○○○㎡ 

（うち利便

施設分 

△△△㎡） 

 ○○○ｍ 

例)駐車場棟 鉄骨造、コンクリ

ート造地下、地

上○階 

○ｍ ○○○㎡ ○○○㎡  ○○○ｍ 

       

       

       

合計       

必要に応じて記入欄を追加して記載してください。 

 

(2) 下記について記載してください。 

 1) 土地利用計画 

 2) アプローチ計画 

 3) ゾーニング計画 

 4) 動線計画 

 5) 平面計画 
 6) 立面計画 
 7) 断面計画 
 8) 外部仕上計画 

○ 外部仕上概要について（各表のまとめは、計画による棟別としてください。） 

部位 仕上げ材・仕様等 備考欄 

屋根・笠木   

外壁   

建具   

   

   

※必要に応じて記入欄を追加して記載してください。 
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○ 仕上材料選定の考え方等について 

 

 9) 内部仕上計画 
○ 仕上材料選定の考え方等について 

 

 10) サイン・アート計画 
 11) 防災計画 
 12) 飛行場外離着陸場計画 

 

(3) 内部仕上表 

○ 各諸室について内部仕上げの概要を記載してください。表のまとめは、諸室リスト

の順番に従ってください。 

室名 室数 面積 

(㎡)  

床 壁 天井 天井高 

(㎜) 

備考 

ａ外来部門        

外来        

中央待合        

 

 

        

※必要に応じて記入欄を追加して記載してください。 
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９ 施設整備業務 構造計画 

 

本業務における構造計画について要求水準書の遵守事項に留意して、記載してください。な

お、以下の事項については必ず記載してください。 

棟ごとや部分的に異なる場合については、方式や種別が明確にわかるように記載してくださ

い。また、必要に応じ、図等を用いて視覚的に分かりやすく記載するとともに、提案の判断基

準、裏づけ、関連すべき法、条例等との関係等がある場合は併せて記載してください。（Ａ４判

15 枚以内で記載してください。） 

 

(1) 各棟別に記載してください。 

 1) 採用する主体構造方式について 
 2) 構造的に配慮・工夫した点について 

 3) 混合構造で梁を鉄骨等にする場合は、「日本建築学会建築物の振動に関する居住性能評価 

指針同解説（2004 改訂）」の応答評価方法Ａにより目標値(Ⅰ.人の動作・設備による鉛直

振動、Ⅱ.交通による鉛直・水平振動、Ⅲ.風による水平振動)をお示しください。 
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１０ 施設整備業務 電気設備計画 

 

本業務における電気設備計画について要求水準書の遵守事項に留意して、記載してください。

なお、以下の事項については必ず記載してください。 

また、必要に応じ、図等を用いて視覚的に分かりやすく記載するとともに、提案の判断基準、

裏づけ、関連すべき法、条例等との関係等がある場合は併せて記載してください。（Ａ４判 15

枚以内で記載してください。） 

 

(1) 電気設備計画 

 1) 設計方針と施工方針について 
 2) 特徴・工夫について 

 

(2) 災害時における電気設備計画 

 



長崎市新市立病院整備運営事業 

（様式 27）施設整備業務提案書 

- 14 - 

 

１１ 施設整備業務 空調設備計画 

 

本業務における空調設備計画について要求水準書の遵守事項に留意して、記載してください。

なお、以下の事項については必ず記載してください。 

また、必要に応じ、図等を用いて視覚的に分かりやすく記載するとともに、提案の判断基準、

裏づけ、関連すべき法、条例等との関係等がある場合は併せて記載してください。（Ａ４判 15

枚以内で記載してください。） 

 

(1) 空調設備計画 

 1) 設計方針と施工方針について 
 2) 特徴・工夫について 

○ 熱源システム検討の計算根拠 

 

(2) 災害時における空調設備計画 
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１２ 施設整備業務 衛生設備計画 

 

本業務における衛生設備計画について要求水準書の遵守事項に留意して、記載してください。

なお、以下の事項については必ず記載してください。 

また、必要に応じ、図等を用いて視覚的に分かりやすく記載するとともに、提案の判断基準、

裏づけ、関連すべき法、条例等との関係等がある場合は併せて記載してください。（Ａ４判 1517

枚以内で記載してください。） 

衛生設備計画のうち、厨房設備については、以下の必須記載事項のほか、事業者が調達する

主要厨房及び備品の品名、メーカー名、型式、数量を規定したリストを、洗浄装置については、

以下の必須記載事項のほか、事業者が調達するパススルー式ジェット洗浄装置（３台）及びカ

ートウォッシャー（１台）の品名、メーカー名、型式を記載してしてください。 

 

(1) 衛生設備計画 

 1) 設計方針と施工方針について 
 2) 特徴・工夫について 

 

(2) 災害時における衛生設備計画 
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１３ 施設整備業務 昇降機設備計画 

 

本業務における昇降機設備計画について要求水準書の遵守事項に留意して、記載してくださ

い。なお、以下の事項については必ず記載してください。 

また、交通量・用途別に昇降機設備により移動するルートや接続される部門等について、図

等を用いて視覚的にわかりやすく記載してください。併せて、提案の判断基準、裏付け、関連

すべき法、条例等との関係等があれば記載してください。（Ａ４判５枚以内で記載してくださ

い。） 

 

(1) 昇降機設備計画 

 1) 設計方針と施工方針について 
 2) 特徴・工夫について 

 

(2) 災害時における昇降機設備計画 
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１４ 施設整備業務 搬送設備計画 

 

本業務における搬送設備計画について要求水準書の遵守事項に留意して、記載してください。

なお、以下の事項については必ず記載してください。 

また、搬送目的別に搬送設備により移動するルートや接続される部門等について、図等を用

いて視覚的にわかりやすく記載してください。併せて、提案の判断基準、裏付け、関連すべき

法、条例等との関係等があれば記載してください。（Ａ４判５枚以内で記載してください。） 

 

(1) 搬送設備計画 

 1) 運用計画に基づいた設計方針と施工方針について 
 2) 特徴・工夫について 

 

(2) 災害時における搬送設備計画 
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１５ 施設整備業務 病院機能計画 

 

本業務における病院機能計画について要求水準書の遵守事項に留意して、記載してください。

なお、各事項で「○」を付した項目については必ず記載してください。 

また、必要に応じ、図等を用いて視覚的に分かりやすく記載するとともに、提案の判断基準、

裏づけ、関連すべき法、条例等との関係等がある場合は併せて記載してください。（Ａ４判 15

枚以内で記載してください。） 

 

(1) 動線計画 

 1) 患者、スタッフの動線分離・短縮考え方について 

 2) 物品動線の考え方について 

 

(2) 部門配置計画 

 1) 部門の連携と配置計画について記載してください。 

 

(3) 部門計画 

 1) 各部門の構成、動線計画について 

 2) 断面構成について 

 

(4) 外来計画 

 1) 当該部門の配置方針、動線などについて 

 

(5) 病棟計画 

 1) 病棟構成について 

 2) 主要な病室計画について 
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１６ 施設整備業務 施設整備工事費 

 

本業務における施設整備工事費について、下記の事項に従い記載してください。なお、各事

項で「○」を付した項目については必ず記載してください。（なお、「27-16 施設整備業務 施

設整備工事費」については枚数制限はありません。） 

 

(1) 工事費積算表 

○ 施設整備費の算出根拠について 

 

(2) コスト計画 

○ 設計、申請、近隣対策、工事、検査・確認、開設予定日等に到る各段階での費用内

容と考え方について 

○ 棟ごと及び部分についてのコスト配分の方針について 

○ 工事費積算表にて表現できない事項の説明について 
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（税抜き：千円／年）

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

※可能な限り詳細に記入すること。

※上表は市の想定する工程及び工種に基づいて記載しているため、項目の追加・削除等は適宜行うこと。

※金額は税抜き価格とし、「千円／年」は年度に要する費用を記載すること。

※千円未満は四捨五入で記載すること。

※各年度の金額は当該年度における出来高の金額を記載すること。（ただし、様式31-7「市の支払い表」においては事業契約書（案）別紙11の規定に従い、実際のサービス対価の支払年度に金額を記載する点には留意すること。）

※金額が発生しない年度の欄には「0」と記載すること。

※Ⅰ期棟にはⅡ期完成までのⅠ期棟内での仮移転のための施設整備及びⅡ期工事完了後の最終形への整備に伴う改修工事費を含む

※「景観に関する工事費」については、長崎市都市景観条例の各種規定に基づき、建築物に関わる項目の費用を算出の上、計上すること。（なお、外構工事に関わる項目は外構工事で費用計上すること。）

　（例えば、外壁の躯体は直方体及び立方体以外のもの、外壁の仕上げ等の材工費　など）

※「景観に関する工事費」は上記に示すとおり、景観に該当する費用を計上するものであり、他に要する費用を「景観に関する工事費」部分に上乗せしないよう、十分留意すること。

※厨房機器設備工事費は施設整備業務で整備する厨房機器の該当金額を記載すること。調達範囲の詳細については「参考資料16　厨房機器リスト」（H22.2公表予定）を参照のこと。
※飛行場外離着陸場工事費については、Ⅰ期棟①、Ⅱ期棟②、Ⅱ期棟①のうち、一体的に整備する建物の工事費に含めて費用計上すること。ただし、様式27-17においては飛行場外離着陸場工事費を別途計上すること。

その他施設整備業務費用

・・・

施設整備費　総計（＝６＋７）

建中金利

・・・

７　施設整備費その他費用（負担金は市が負担するため、記載しないこと。)

開業準備費

・・・

現場管理費

一般管理費

工事諸経費　小計

６　上記合計（＝１＋２＋３＋４＋５）

共通仮設費

現場管理費

一般管理費

共通仮設費

・・・

建築工事費

電気設備工事費

衛生設備工事費

現場管理費

一般管理費

・・・

工事諸経費

その他　ＲＩ処理費等

・・・

一般管理費

・・・

工事諸経費

共通仮設費

管理棟

・・・

・・・

工事諸経費

共通仮設費

・・・

工事諸経費

共通仮設費

現場管理費

・・・

現場管理費

衛生設備工事費

昇降機設備工事費

景観に関する工事費

解体撤去費　小計

工事諸経費

共通仮設費

現場管理費

一般管理費

一般管理費

駐車場棟　小計

建築工事費

電気設備工事費

空気調和設備工事費

本館棟

・・・

現場管理費

一般管理費

工事諸経費

共通仮設費

景観に関する工事費

衛生設備工事費

昇降機設備工事費

搬送設備工事費

景観に関する工事費

南病棟

現場管理費

一般管理費

Ⅱ期棟①　小計

建築工事費

電気設備工事費

空気調和設備工事費

工事諸経費

共通仮設費

共通仮設費

現場管理費

一般管理費

搬送設備工事費

空気調和設備工事費

衛生設備工事費

昇降機設備工事費

Ⅰ期棟②　小計

建築工事費

電気設備工事費

搬送設備工事費

景観に関する工事費

厨房機器設備工事費

工事諸経費

電気設備工事費

空気調和設備工事費

衛生設備工事費

昇降機設備工事費

５　施設の建築・土木工事、機械・電気・衛生設備工事及びその関連業務費　合計

新築工事　小計

Ⅰ期棟①　小計

建築工事費

南病棟

管理棟

その他

外構工事

新築工事　小計　（Ⅰ期・Ⅱ期工事の分け・各棟別-名称は提案による）

解体撤去　小計

本館棟

３　建設工事に伴う各種申請業務費　合計

駐車場棟

Ⅰ期棟②

Ⅱ期棟①

駐車場棟

外構工事

外構工事

実施設計費　　（Ⅰ期・Ⅱ期工事の分け・各棟別-名称は提案による）

新築工事　小計

Ⅰ期棟①

Ⅰ期棟①

Ⅰ期棟②

Ⅱ期棟①

駐車場棟

平成28年度

周辺影響調査費

電波障害調査費

１　施設整備に係る事前調査及びその関連業務費　合計

項目 解　説合計

外構工事　小計

外構

平成23年度 平成26年度 平成27年度平成24年度 平成25年度

４　工事監理業務費　合計

保険料

・・・

平成22年度

２　施設の設計及びその関連業務（許認可手続等）費　合計

基本設計費　　（Ⅰ期・Ⅱ期工事の分け・各棟別-名称は提案による）

Ⅰ期棟①

Ⅰ期棟②

Ⅱ期棟①

新築工事　小計　　

表はあくまで見本です。実際は別添の Excel ファイルに記入し、提出すること。 
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１７ 施設整備業務 主要建物の建築単価 

-「要求水準書 第 1総則 5 本事業において事業者に求めるもの （3）事業者に期待するもの」に関する調べ- 

 

市は、本事業において新設するⅠ期工事対象建物及びⅡ期工事対象建物（駐車場棟に関する

工事等※は除く）の工事の範囲を、要求水準書 第 1総則に規定した「公立病院に関する財政措

置の改正要綱（平成 20 年 12 月 26 日）」において示された「病院建物に係る財政措置における

建築単価の上限設定」の対象と設定し、当該範囲において建築単価 30 万円（税込み）と達成す

ることを目指しております。市が設定した主要建物の範囲で、自らが提案する工事金額及び建

築単価の設定の考え方について記載してください。（なお、「27-17 施設整備業務 主要建物の

建築単価」については枚数制限はありません。） 

※主要建物の対象範囲に含まれない建物及び工事種別の詳細は Excel シートの脚注を参照のこと。 

 

対象面積

（税抜） （税込） （㎡） （税抜） （税込）

※「新築工事　小計」のうち、「Ａ　小計」に関しては、様式27-16に示すⅠ期棟①から「景観に関する工事費」、「厨房機器設備工事費」は除外した金額を記載すること。
※「新築工事　小計」のうち、「Ｂ　小計」に関しては、様式27-16に示すⅠ期棟②から「景観に関する工事費」は除した金額を記載すること。
※「新築工事　小計」のうち、「Ｃ　小計」に関しては、様式27-16に示すⅡ期棟①から「景観に関する工事費」は除した金額を記載すること。
※新築工事費については、駐車場の工事費、外構工事については含めないこと。
※「D　飛行場外離着陸場工事費」は、飛行場外離着陸場の整備に伴う、①建築・仕上・諸設備、②病院構造補強、③工事諸経費の総額を上記建物工事費の外枠として計上すること。
※「E　新築工事　小計(駐車場棟部分を除く)」の「工事費用（税抜、税込ともに)」には、上記A～Cまでの総額から、「D　飛行場外離着陸場工事費」で計上した金額を差し引いた金額を記載すること。
※「E　新築工事　小計(駐車場棟部分を除く)」の「対象面積」には、上記A～Cまでの延べ床面積の総和を記載すること。
　(なお、飛行場外離着陸場の算定対象となる延べ床面積は一体的に整備する建物の延べ床面積に含めることとし、「D」　飛行場外離着陸場工事費」の列の「対象面積」には面積を計上しないこと。
※対象面積は建築基準法に定められた延べ床面積を記載すること。
※「建築単価（千円)」のうち「(税抜)」部分には、「工事費用(千円)」の「(税抜)」に該当する金額を「対象面積」で除した単価を、「(税込)」部分は前述の「(税抜)」を「(税込)」と読み替えて単価を記載すること。
※千円未満は四捨五入で記載すること。

工事費用（千円）
建物別

建築単価（千円）

※様式27-16　施設整備業務提案書　施設整備工事費の「５　施設の建築・土木工事、機械・電気・衛生設備工事及びその関連業務費　合計」の項に示す金額と整合させること。

E　新築工事　小計（駐車場棟部分を除く)

Ａ　小計　

Ｂ　小計

Ｃ　小計　

D　飛行場外離着陸場工事費　

工
事
費

 

表はあくまで見本です。実際は別添の Excel ファイルに記入し、提出すること。 


