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令和２年７月２７日 

 

千葉市立新病院整備基本計画策定支援及び基本設計業務委託に関する 

簡易公募型プロポーザル 質問回答書（二次審査） 

 
                            千葉市病院局事業管理者 

寺井 勝 

 

 「千葉市立新病院整備基本計画策定支援及び基本設計業務委託に関する簡易公募型プロポーザル」 

二次審査に係る質問について、以下の通り回答いたします。 

 

番号 質問箇所 質問事項 回答 

１ 

簡易公募型プロポー

ザル方式に係る手続

開始の公表５（６） 

簡易公募型プロポーザル方式に係る

手続開始の公表 

５（６）において、紙（正本：押印

したもの）を１部作成とあります。こ

れは、提案書の前に表紙を付け、表紙

に共同企業体等の名称を記入したう

えで押印して提出すればよいとの理

解でよろしいでしょうか。 

また、提案書の綴じ方は技術提案書

作成要領１（１）にある、業務実施方

針・体制【様式８】、課題【任意書式】、

業務の工程計画【様式９】、主任技術

者（管理技術者）・主任担当技術者の

同種業務実績写真等【様式１０】の順

との理解でよろしいでしょうか。 

技術提案書の正本には、別途、提供す

る参考資料の「表紙」を添付することと

します。 

なお、副本１０部に表紙の添付は不要

です。 

提案書の綴じ方はお見込みのとおり

です。 

２ 
技術提案書作成要領 

１（１） 

様式８、様式９はＷｏｒｄにて書式

が提供されていますが、記載すべき項

目に過不足がなければ提出データは

ＰＤＦを前提として、他の文書作成ソ

フトを使用してもよいとの理解でよ

ろしいでしょうか。 

記載すべき項目に過不足がなければ、

他の文書作成ソフトの使用も可としま

す。 

この場合、提出データはＰＤＦとして

ください。 

３ 
技術提案書作成要領 

１（１）イ 

基本計画策定支援に係る課題１－

１ならびに１－２は任意書式となっ

ておりますが、Ａ４版横置き片面とさ

れています。一方、簡易公募型プロポ

ーザル方式に係る手続開始の公表５

（６）においては、ホチキスなどで止

めることとありますので、むしろＡ４

版縦置き片面の方が提案書を審査し

やすいのではと思料致します。Ａ４版

縦置き片面にて作成してもよろしい

でしょうか。 

プレゼンテーションにおけるプロジ 

ェクターでの映写を考慮しております

ので、要領に記載のとおり、Ａ４版横置

き片面とします。 

４ 
技術提案書作成要領 

１（１）ウ 

（様式９）業務の工程計画につい

て、提案書作成の際は、備考欄１～５

の記載は削除してもよろしいでしょ

うか。 

削除しても構いません。 
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５ 
技術提案書作成要領 

１（１）エ 

（様式１０）について、様式内に記

載のある番号は残す必要があります

でしょうか。また、複数の区画を合わ

せて使用する場合、番号は合わせた区

画で、いずれかの番号となりますでし

ょうか。 

例）４区画で「１」次の区画は「２」 

番号は残す必要はありません。 

６ 
技術提案書作成要領 

１（３） 

「技術提案書作成要領」の「１技術

提案書の内容（３）」に書かれている

技術提案書作成に当たっての留意事

項に、「基本設計に係る課題２－１～

３に対する提案書への視覚的表現（イ

ラスト・図・表、写真等）については、

文章を補完するために必要な範囲に

おいて認める。」とありますが、基本

計画策定支援についても同様に、イラ

スト・図・表・写真等を文章を補完す

る範囲において使用しても構わない

でしょうか。 

お見込みのとおりです。 

７ 
技術提案書作成要領 

１（３） 

「基本設計に係る課題２－１～３

に対する提案書への視覚的表現（イラ

スト・図・表、写真等）については、

文章を補完するために必要な範囲に

おいて認める」とあります。これは、

課題１－１～２についても適用され

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。 

８ 
技術提案書作成要領 

２ウ 

プレゼンテーションの実施につい

て、ヒアリング出席者４名の他にＰＣ

操作者１名が別に入室してもよろし

いでしょうか。 

要領に記載のとおり、主任技術者２人

を含み４人までとします。 

９ 
技術提案書作成要領 

２カ 

「技術提案書作成要領」の「２プレ

ゼンテーション（ヒアリングを含む。）

の実施」の「カ プレゼンテーション

で使用する資料について」について、

「説明にあたっては事前に提出した

技術提案書にのみ基づくこと」に準じ

て、提出したＰＤＦを説明順に切り取

って並べたＰＤＦを使用して説明し

てもよろしいでしょうか。 

要領に記載のとおり、プレゼンテーシ

ョンに使用するデータは提出した技術

提案書のデータ（ＰＤＦ）のみとし、こ

れ以外の加工したデータ等の持ち込

み・使用は認めません。 

１０ 同上 

 プレゼンテーション用データとし

て技術提案書の内容をパワーポイン

トを用いて図表の拡大、トリミング等

の編集をしたものを当日持ち込んで

使用しても宜しいでしょうか。 

パワーポイント等のプレゼンテー

ションソフトの使用の可否、図表の拡

大・トリミング等の編集の可否につい

てご教示ください。 

番号９の回答のとおりです。 

また、要領に記載のとおり、プロジェ

クターにＰＤＦファイルの映写を行う

こととし、パワーポイント等のプレゼン

テーションソフトの使用は認めません。 
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１１ 同上 

 また、上記の図表の拡大・トリミン

グ等の他、説明書の内容を図表に補完

する文言の編集・追記をしても宜しい

でしょうか。 

番号９の回答のとおりです。 

１２ 
技術提案書作成要領 

２キ（ア） 

技術提案書作衛要領２キ（ア） 

「発注者が用意するパソコン及びプ

ロジェクターにてＰＤＦファイルの

映写を行う」とあります。ＰＤＦとは

応募者が提出したＣＤ－Ｒに格納さ

れたものであり、パソコンの操作は応

募者が行うとの理解でよろしいでし

ょうか。 

お見込みのとおりです。 

１３ 
技術提案書課題説明

書 

技術提案書課題説明書 

課題２－１～課題２－３を総合的

に踏まえて提案する内容として、※敷

地利用の考え方（必要敷地面積など）

とありますが、敷地面積は仕様書（プ

ロポーザル募集用）４．新病院の整備

概要（４）敷地面積に示されている、

小学校・公益施設用地（約5.3ha）の

うち、小学校用地を除いた公益施設用

地内で新病院整備に必要となる適正

な面積（最大3.5ha程度を想定）と示

されている3.5haを想定し、提案して

よろしいでしょうか。 

新病院整備に必要となる適正な面積

として、敷地面積を3.5haで提案するこ

とは可能です。 

 

１４ 同上 

課題２－１～課題２－３の提案に

あたり、敷地のインフラ状況がわかる

資料はございますでしょうか。（上下

水道、ガス、電気、電話） 

下水道については、以下のＨＰにて確

認ができます。 

「千葉市下水道台帳システム」 

http://s-page.tumsy.com/chibagesui/

index.html 

ガスについては、小学校・公益施設用

地の南東側道路内にφ200㎜の中圧管、

南東側及び南西側道路内にφ200㎜の低

圧管が埋設されています。 

これ以外に提供できる資料等はあり

ません。 

１５ 同上 

課題２－１～課題２－３の提案に

あたり、敷地の地盤調査報告書はござ

いますでしょうか。 

地質柱状図については、以下のＨＰに

て確認ができます。 

「ちば情報マップ_くらし・環境」 

https://map.pref.chiba.lg.jp/pref-c

hiba/Portal 

これ以外に提供できる資料等はあり

ません。 

１６ 同上 

付属施設は、「技術提案書課題説明

書」２．２－１施設配置の考え方に記

載の付属施設のみで、看護師宿舎等は

不要と考えて宜しいでしょうか。 

 技術提案においては、必ずしも説明書

に記載の付属施設に限定するものでは

ありません。 

付属施設の詳細については、基本計画

以降で検討することとします。 

なお、看護師宿舎については、現状、

http://s-page.tumsy.com/chibagesui/index.html
http://s-page.tumsy.com/chibagesui/index.html
https://map.pref.chiba.lg.jp/pref-chiba/Portal
https://map.pref.chiba.lg.jp/pref-chiba/Portal
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両病院とも近隣の建物を賃借しており

ます。（海浜病院の既存図面に記載の看

護師宿舎は、現在、使用しておりませ

ん。） 

１７ 

千葉市立新病院整備

基本計画策定支援及

び基本設計業務委託

仕様書（案） 

４（１）ウ 

仕様書の「４業務内容（基本計画策

定支援）（１）業務内容」の「ウ実施

設計以降の発注方式に関する検討支

援」において次年度の予算確定等を考

慮した場合、発注方式の確定はいつま

でと考えておけば良いでしょうか。 

 発注方式の確定期限は特に定めてお

りませんが、契約期間中の早期に確定す

る必要があると考えております。 

１８ 

千葉市立新病院整備

基本計画策定支援及

び基本設計業務委託

仕様書（案） 

４（１）オ 

仕様書の「４業務内容（基本計画策

定支援）（１）業務内容」の「オ関係

機関等への協議・申請が必要な場合の

添付資料その他会議、説明会等のため

の資料作成支援」とありますが、本契

約期間において想定している「申請」

事項はございますでしょうか。 

 現時点では、総財準第61号平成27年4

月10日（改正平成28年4月1日総財準第59

号）「公立病院に係る財政措置の取扱い

ついて（通知）」第２ ２ 公立病院の新

設・建替等に係る手続等による調書の作

成支援を想定しています。 

１９ 同上 

千葉市立新病院整備基本計画策定支

援及び基本設計業務委託仕様書（案）

４（１）オ 

業務内容に「その他会議、説明会等

のための資料作成支援」と記載されて

おりますが、会議及び説明会とはどの

ような会議体を想定されていますで

しょうか。開催時期、回数なども想定

がありましたら、併せてご教示くださ

い。 

 現時点では、具体的な会議体、開催時

期、回数等についての想定はありませ

ん。 

２０ 

千葉市立新病院整備

基本計画策定支援及

び基本設計業務委託

仕様書（案） 

別紙４（４） 

仕様書の別紙「計画施設概要」４新

病院の整備概要（４）敷地面積につい

て、「※敷地内駐車場は平置きを基本

とし」とありますが、立体駐車場を含

めて提案してもよろしいでしょうか。 

敷地内駐車場は平置きを基本としま

すが、必要に応じて立体駐車場を提案す

ることも可能です。 

２１ 

千葉市立新病院整備

基本計画策定支援及

び基本設計業務委託

仕様書（案） 

別紙４（７） 

仕様書別紙４「新病院の整備概要

（７）病床数」に「330床程度で稼働

することとしている」また、千葉市立

病院再整備基本構想（案）第３章新病

院整備基本方針には「新病院に必要な

病床数は380～430床と見込む」の２種

類の記載がありますが、新病院の病床

数については330～430床の範囲で検

討されているという理解で宜しいで

しょうか。 

病床数については、仕様書に記載のと

おり、開院当初は330床程度で開院する

こととしており、令和１２（２０３０）

年の推計入院患者数を試算すると、新病

院に必要な病床数は380～430と見込む

が、具体的な病床数については、基本計

画以降で詳細に検討することとしてい

ます。 

２２ 
その他 

（夜間応急診療） 

現在、病院内に開設している夜間応

急診療については新病院ではどのよ

うな対応になりますでしょうか。 

夜間応急診療の対応については、基本

計画以降で検討いたします。 
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２３ 

その他 

（医療情報システ

ム） 

現行医療情報システム及び部門シ

ステムのベンダ名及び導入時期、更新

時期をご教示ください。 

 別途、参考資料を提供いたします。 

２４ 同上 
現行システムの構成図についてご

教示ください、 

別途、参考資料を提供いたします。 

２５ 
その他 

（駐車台数） 

駐車台数の想定がございましたら

ご教示ください。 

具体的な駐車台数の想定はありませ

ん。 

仕様書（案）別紙４（４）に記載の海

浜病院自動車来院率等を参考に適切な

駐車台数の考え方を提案してください。 

２６ 
その他 

（地盤の液状化） 

 地盤の液状化について、ハザードマ

ップにて液状化危険度は確認しまし

たが、建設予定地で液状化判定を実施

していれば、その結果をご提供くださ

い。 

建設予定地において、本市では液状化

判定は実施しておりません。 

２７ 
その他 

（既存埋設物） 

既存杭などの既存埋設物の有無を

ご教示ください。 

建設予定地の既存埋設物の詳細につ

いては不明ですが、建築物が存在してい

た記録はありません。 

２８ 

その他 

（年間エネルギー消

費量） 

現病院の年間エネルギー消費量（過

去５年間、月別、最大使用量）がわか

る資料がございましたらご提供くだ

さい。 

別途、参考資料を提供いたします。 

 


