
1

常滑市民病院 婦人科不妊治療棟建設事業

設計・施工一括発注 プロポーザル実施要項

令和３年３月 常滑市病院事業
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常滑市民病院婦人科不妊治療棟建設事業
施工業者候補者選考プロポーザル実施要項

１．事業の目的

令和元年９月15 日に開催した半田市立半田病院・常滑市民病院統合会議で
は両市が共同で、知多半島総合医療機構（仮称）を設立することや診療統合
後の両病院の機能等が示された。半田病院では救急医療、緊急入院等を中心
に行い、常滑市民病院では回復期・地域包括医療を中心に、（特定）感染症治
療・不妊治療及び訪問看護等を行うことで役割分担を明確にしている。
婦人科「不妊治療」は需要があるにも関わらず、本格的に実施する医療機

関が知多半島医療圏内には存在しないため、殆どの患者は医療圏外まで足を
運び、治療を受けざるを得ない状況である。
こうした事情から、当院は、新たな成長戦略の柱として「不妊治療」を位

置付け、この分野の本格的な治療を実施する医療機関として、地域のニーズ
に応えていきたいと考えてる。
また、婦人科不妊治療棟建設工事は、基本設計に対して受注者が実施設計

業務および建設業務を一括で行う「基本性能発注方式」により実施するもの
で、本プロポーザルは、市民病院を取り巻くさまざまな課題を整理し、円滑
に同センター建設事業が進むよう、高い技術力と豊富な経験等を有する事業
者を選定するために行うものである。

２．事業の概要

（１）事業名
常滑市民病院婦人科不妊治療棟建設事業

（２）発注者
常滑市病院事業管理者

（３）事業内容
ア）調査業務（地盤調査、電波障害調査等）
イ）婦人科不妊治療棟増築工事に係る実施設計業務

（既存病院との渡り廊下接続・インフラ延伸等を含む）
ウ）婦人科不妊治療棟増築工事

（既存病院との渡り廊下接続・インフラ延伸等を含む）
エ）工事監理業務（不妊治療棟、渡り廊下・インフラ、外構等）
オ）外構工事（増築建物廻りの外構、工事に伴う既存設備の切回し等）
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（４）履行期間
契約確定日から令和 4年５月末まで
なお、上記は標準的な工期と考えており、応募者の技術提案等による工
期短縮は妨げるものではない。

（５）敷地条件
ア）建設場所 常滑市飛香台３丁目地内
イ）敷地面積 約 29,700 ㎡の一部、常滑市民病院配置図（資料 1）
ウ）用途地域 準住居地域（建ぺい率 60％、容積率 200％）
エ）防火地域 指定なし
オ）地区計画 常滑地区計画区域

（６）施設規模（不妊治療棟）
ア）延床面積 約 630 ㎡、渡り廊下約 20㎡
イ）施設用途 医療施設（平成３１年国土交通省告示第９８号

別添二 第 10号第２類）
ウ）機 能 「基本構想（資料２）」のとおり
エ）主要構造 鉄骨構造
オ）耐震分類 官庁施設の総合耐震計画基準（平成 19 年 12 月 18 日

付国営計発第 76 号、国営製第 123 号、国営設第 101
号）による耐震安全性の分類は以下のとおりとし、耐震
性を有するものとする。
ａ．構造体類 ：Ⅱ類
ｂ．建築費構造部材類：Ａ類
ｃ．建築設備類 ：甲類

カ）基本設計 株式会社日建設計名古屋オフィス（基本設計受託者）

（７）既存病院の施設規模
ア）構造規模 地上 7階建て、鉄筋コンクリート造など
イ）延床面積 約 29,535 ㎡（病院棟、立駐、倉庫など付属棟含む）

「常滑市民病院配置図（資料１）」参照
ウ）院内組織 診療局（内科、外科、整形外科、脳神経外科、小児科、

婦人科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科、麻
酔科、歯科口腔外科）看護局（手術センター、救急医療
センター、健康管理センター、患者サポートセンター）、
臨床検査センター、放射線検査センター、リハビリセン
ター、臨床工学室、薬剤部、栄養管理室、事務局

エ）職員数 正職員 420 人、臨時職員（委託・その他含む）120 人
「職員および臨時職員等人数表（資料 3）」参照
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３．事業費（上限目標金額）
530,000,000 円（消費税および地方消費税 10％を含む）以下とする。

４．候補者選考

（１）選考方式
常滑市民病院婦人科不妊治療棟建設事業者選考委員会（以下「選考委員
会」という。）において審査を行い、候補者を選定する。

（２）実施スケジュール
実施スケジュールは以下のとおりとする。

※選考結果は参加者全員に通知するとともに、評価点の最も高い者（優
先交渉権者）と次点者をホームページで公表する。

（３）選考詳細
選考委員会は、要項で定める参加資格要件を満たす者から、技術提案等

を受け、プレゼンテーションおよびヒアリングを実施した上で、評価点が
最も高い者「優先交渉権者（1者）」と「次点者（1者）」を選考する。
評価点の配分については、「常滑市民病院婦人科不妊治療棟施工業者候

補者選考プロポーザル評価表」（ 別紙１ ））によるものとする。

①参加資格審査
実施要項発表 令和３年 3月 11 日（木）
質 疑 受 付 令和３年 3月 11 日（木）～ 3月 15日（月）
質 疑 回 答 令和３年 3月 16 日（火）
書類提出期間 令和３年 3月 11 日（木）～03月 19 日（金）
結 果 通 知 令和３年３月 23日（火）
②要求水準書の交付
要求水準書交付 令和３年 3月 11 日（木）～
質 疑 受 付 令和３年 3月 18 日（木）～ 3月 22日（月）
質 疑 回 答 令和３年 3月 30 日（火）
③ＶＥ提案
書類提出期間 令和３年 3月 31 日（水）～ 4月 5日（月）
V E 採 否 確 認 令和３年 4月 7日（水）※事務局にて実施
ＶＥ採否通知 令和３年 4月 9日（金）
④技術提案審査
書類提出期間 令和３年 4月 14 日（水）～ 4月 19日（月）
見 積 書 提 出 令和３年 4月 14 日（水）～ 4月 19日（月）
技術提案審査 令和３年 4月 22 日（木）予定
⑤選考結果通知
選考結果通知日 令和３年 4月 26 日（月）予定
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なお、選考委員会は、会議の公平性の確保および円滑な運営のため非公
開とする。

５．参加資格要件に関する事項
本プロポーザルに参加することができる者は、単独企業（建設会社）又は
設計会社と建設会社の 2社の構成による共同企業体とし、次に掲げる条件を
満たすこととする。

（１）共同企業体の構成
共同企業体の構成に関する要件は、次のとおりとする。
ア）構成員は２者とする。ただし、構成員は本プロポーザルに参加する

単独企業又は他の共同企業体の構成員でない者であること。
イ）結成方式は、分担施工方式（乙型）とする。
ウ）共同企業体の代表者は、建設会社の代表構成員とする。
エ）代表構成員の出資比率は、過半数を超えていること。また、設計会
社の最低出資比率は設けないこととする。

（２）参加者に共通する参加資格要件
参加者は、次にあげる要件を全て満たす者とする。
ア）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4第 1項

の規定に該当しないこと。
イ）令和 2・３年度常滑市入札参加資格者名簿のうち、「建築一式」工事

に登録された者であること。ただし、共同企業体の場合は代表構成
員が登録されていること。

ウ）参加表明書提出の日から本契約締結までの期間に、常滑市指名停止
取扱要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。

エ）会社更生法（平成 14年法律第 154 号）第 17号の規定による更生手
続開始の申し立てがなされていない者または民事再生法（平成 11
年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申し立てが
なされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更正手
続開始の決定を受けた者または民事再生法に基づく再生手続開始
の決定を受けた者は、当該申立てがなされなかった者とみなす。

オ）破産法（平成 16年法律第 75号）に基づく破産手続きの開始の申立
て中または破産手続き中でないこととする。

カ）常滑市暴力団排除条例（平成 23年条例第 37号）に基づく排除措置
を受けていないこと。

キ）基本設計の受託者である「株式会社日建設計名古屋オフィス」と資
本もしくは人事面において次に掲げる事項に該当しない者である
こと。
①受託者の発行済株式総数の過半数を有し、またはその出資総額の
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過半数を有している者
②代表権を有する役員が受託者の代表権を有する役員を兼ねてい
る者

ク）実施設計等について、不正または不誠実な行為を行わないことを誓
約できる者であること。

ケ）建設業法に基づく営業停止処分期間中でないこと。

（３）業務別の参加資格要件
ア．設計業務を担当する参加者の資格

設計業務を行う者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
① 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定により、一
級建築士事務所の登録を受けている者であること。また、建築士法
第２６条第２項の規定による当該建築士事務所の閉鎖期間中でな
いこと。

② 令和 2・３年度常滑市入札参加資格者名簿のうち、「建築設計」に
登録された者であること（公告時点において登録はないものの、参
加表明書提出期限までに、入札参加資格の審査が完了し、認められ
た場合は、登録を有する者とみなす）。

③ 過去 10年間（平成 23年 4月 1日から参加申込書の提出日の前日
まで）の期間に業務を完了した、次に掲げる要件を満たす建築物の
実施設計業務を元請として履行した実績があること。
・平成３１年国土交通省告示第９８号の別添二による第 10号第 1
類又は第２類に該当し、延べ面積５,０００㎡以上の建築物の新
築、改築、増築（ただし、複合施設の場合は、別用途を除いた当
該用途に供する部分の床面積の合計が５，０００㎡以上の場合
に限る。また、増築の場合は、増築部分のうち当該用途部分の延
べ面積が５，０００㎡以上の場合に限る。）

④ 実施設計業務の管理技術者として、次の全ての要件を満たす者を
配置できること。
a.一級建築士の資格を有すること。
b.過去 10 年間（平成 23年 4月 1日から参加申込書の提出日の前日
まで）の期間において、地方自治体の病院、民間のクリニックな
ど（以下「病院等」という。）の医療機関の実施設計業務を主担当
者として履行した実績があること。

c.参加申込書の提出日までに継続して 3ヶ月以上の雇用関係がある
こと。

イ．施工業務を担当する参加者の要件
施工業務を行う者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
① 建設業法（昭和 24年法律第 100 号）第 3条の規定により、建築工
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事業について特定建設業の許可を持ち、建築工事業について、建設
業法（昭和 24年法律第 100 号）第 27条の 23 の規定による「経営
に関する客観的事項の審査」（以下「経営事項審査」という。）を受
け、令和 2・3 年度常滑市入札参加資格者名簿に登載されている者
であること。
② 令和 2・3年度の常滑市における入札参加資格の認定において、経
営規模等評価結果通知書の建築一式工事にかかる総合評定値が、
1,700 点以上であること。
③ 愛知県内に本店または支店を有する者であること。
④ 過去 10年間（平成 23年 4月 1日から参加申込書の提出日の前日
まで）の期間に完成・引渡が完了した、次に掲げる要件を満たす建
築物の施工を元請として履行した実績があること。
・平成３１年国土交通省告示第９８号の別添二による第 10号第 1
類又は第２類に該当し、延べ面積５,０００㎡以上の建築物の新
築、改築、増築（ただし、複合施設の場合は、別用途を除いた当
該用途に供する部分の床面積の合計が５，０００㎡以上の場合
に限る。また、増築の場合は、増築部分のうち当該用途部分の延
べ面積が５，０００㎡以上の場合に限る。）

⑤ 建設業務の技術者として、次の要件を満たす建設業法第 26条に定
める監理技術者を専任で配置できること。
a.一級建築士または一級建築施工管理技士の資格を有し、かつ建築
工事業に係る監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有
するものであること。

b.過去 10 年間（平成 23年 4月 1日から参加申込書の提出日の前日
まで）の期間において、病院等の医療機関の建設業務を監理技術
者または現場代理人として履行した実績があること。

c.参加申込書の提出日までに継続して 3ヶ月以上の雇用関係がある
こと。

ウ．監理業務を担当する参加者の要件
監理業務を行う者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
① 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定により、一
級建築士事務所の登録を受けている者であること。また、建築士法
第２６条第２項の規定による当該建築士事務所の閉鎖期間中でな
いこと。

② 令和 2・３年度常滑市入札参加資格者名簿のうち、「建築設計」に
登録された者であること（公告時点において登録はないものの、参
加表明書提出期限までに、入札参加資格の審査が完了し、認められ
た場合は、登録を有する者とみなす）。

③ 過去 10年間（平成 23年 4月 1日から参加申込書の提出日の前日
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まで）の期間に業務を完了した、次に掲げる要件を満たす建築物の
監理業務を元請として履行した実績があること。
・平成３１年国土交通省告示第９８号の別添二による第 10号第 1
類又は第２類に該当し、延べ面積５,０００㎡以上の建築物の新
築、改築、増築（ただし、複合施設の場合は、別用途を除いた当
該用途に供する部分の床面積の合計が５，０００㎡以上の場合
に限る。また、増築の場合は、増築部分のうち当該用途部分の延
べ面積が５，０００㎡以上の場合に限る。）

④ 監理業務の管理技術者として、次の全ての要件を満たす者を配置
できること。
a.一級建築士の資格を有すること。
b.過去 10 年間（平成 23年 4月 1日から参加申込書の提出日の前日
まで）の期間において、病院等の医療機関の監理業務を主担当者
として履行した実績があること。

c.参加申込書の提出日までに継続して 3ヶ月以上の雇用関係がある
こと。

６．参加表明書等の提出

（１）提出書類
ア）参加表明書 様式１ 1部
イ）関係書類一覧表 様式２ 1部
ウ）関係書類一覧表 様式２ に該当する書類一式 各 1部
エ）上記ア～ウの資料のPDFファイル電子データ（CD-R）1部

（２）提出方法等
ア）受付期間
令和３年３月 11日（木）午後 3時 00 分から令和３年 3月 19 日（金）
午後５時（事務局必着）までとする。

イ）提出方法
持参（土日・祝日および平日午後 0時 30 分から午後 1時 30 分の時
間帯をのぞく）とし、事前に１１．事務局にアポイントをとること。

（３）作成要領
ア）提出図書は、片面のみの使用とすること。
イ）上下左右の余白は 20mmを目安とすること。
ウ）文字の大きさは 12pt 以上とする。字体や強調等については任意と
する。

エ）使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計
量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。
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（４）費用負担
提出書類の作成および提出にかかる費用は、応募者の負担とする。

（５）参加資格審査
提出書類に基づいて参加資格審査を行い、技術提案に進む応募者を選

考する。参加資格審査結果の通知は、令和３年３月 2３日（火）中に書
面にて応募者それぞれにメールで通知する。参加資格審査に関する問い
合わせ、異議申し立ては一切受け付けない。

７－１．技術提案書等の提出

（１）提出書類
ア）技術提案書（別紙「様式８」）
イ）工事計画全般の提案説明書（別紙「様式９」）
次の３つの課題（①～③）にかかる技術的所見等についての提案を

行うこと。各課題ごとに A4 用紙 1枚にまとめて提出し、必要に応じ
て各課題ごとに A4 用紙２枚以内で補足資料を添付することができる。
①本工事の概略工程表を図示し、工程管理に係る技術的所見につい
て提案すること。
②工事品質を確保するための工夫と対策を提案すること。
③既設病院と接続する部分にかかる施工計画について提案すること
ウ）周辺に及ぼす環境対策の提案説明書（別紙「様式 10」）
次の３つの課題（①～③）にかかる技術的所見等についての提案を

行うこと。各課題ごとに A4 用紙 1枚にまとめて提出し、必要に応じ
て各課題ごとに A4 用紙２枚以内で補足資料を添付することができる。
①工事期間中の周辺街区の住環境への配慮や周辺道路の交通問題、安
全性の確保について提案すること。

②近接する既設病院の入院患者や保健センターの利用者に対する安全
性の確保、騒音・振動・粉塵対策について提案すること。

③温室効果ガス削減や建設副産物の発生抑制・再利用・再資源化に対
する取組みなどについて提案すること。

エ）見積書（別紙「様式 11」）
本事業の募集要項・基本設計図・要求水準書・仕様書等に対する見

積書（消費税および地方消費税 10％を含む金額）提出すること。
なお、見積金額には、上記の「イ」及び「ウ」において提案した内

容を含み、7-2.VE 提案において採用した VE提案項目を反映すること。
また、見積金額に反映したＶＥ項目を確認するため、「見積反映」欄

に「○」などをつけたＶＥ提案書総括表（別紙「様式 15」）を見積書に
添付すること。
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オ）上記ア～エの資料のPDFファイル電子データ（CD-R）

（２）提出部数
・様式 8、11、15：各 1部
・様式 9～10：各 10 部（様式順に 1部ずつクリップ止めすること）
・電子データ（CD-R）：1部

（３）作成要領
ア）様式 9～10の提出図書は、審査を公平に行うため応募者が特定でき
るような表現は避けること。

イ）様式 11 の見積書は、常滑市建設工事関係入札者心得書に定める封
筒様式に従い厳封のうえ提出すること

ウ）提出図書は、片面のみの使用とすること。
エ）上下左右の余白は 20mmを目安とすること。
オ）文字の大きさは 12pt 以上とする。字体や強調等については任意と
する。

カ）使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計
量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。

キ）技術提案は応募者の自由な提案を認めますが、当日の発言内容を含
め技術提案内容は責任をもって業務に反映・実施すること。

（４）提出方法等
ア）提出期間
令和 3年 4月１４日（水）午前 9時から令和 3年４月 1９日（月）午
後５時（事務局必着）までとする。

イ）提出方法
持参（土日・祝日および平日午後 0時 30 分から午後 1時 30 分の時
間帯をのぞく）とし、事前に１１．事務局にアポイントをとること。

（５）費用負担
提出書類の作成および提出にかかる費用は、応募者の負担とする。

（６）技術提案審査にかかるプレゼンテーション・ヒアリング
参加者による提出書類や図書の説明（プロジェクター使用等による 20
分以内のプレゼンテーション）と評価委員会による 20 分程度のヒアリ
ングを実施する。
ア）プレゼンテーション・ヒアリング

配置技術者を含む５名以内とすること。
イ）実施日・実施場所など

実施日は令和 3年４月２２日（木）とする。
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実施場所・実施時間・その他プレゼンテーション・ヒアリング当日
の詳細については別途通知する。

７－２．ＶＥ提案書等の提出
（１）提出書類

ア）ＶＥ提案採否申請書（別紙「様式 14」）
イ）ＶＥ提案書総括表（別紙「様式 15」）
分離発注など別途工事への変更やリース契約への変更、その他、機

能や性能および品質が低下すると予想されるもの、維持管理段階にお
ける困難さが著しく増したり、ライフサイクルコストの増加するもの、
防災性・安全性が低下するものについては、ＶＥ提案として認められ
ない。
①採否および採否理由はＶＥ審査確認後に１１．事務局で記載し、
応募者に返送する。
②技術提案審査時の見積書提出時に採用したＶＥ提案には、「見積反
映」欄に「○」をつけ、見積書に添付すること。

ウ）ＶＥ提案書（別紙「様式 16」）
①ＶＥ提案による効果の金額および品質や工程などの主たる効果に
「○」をつけること（複数回答可）。

②１つの提案につき１枚作成し、添付すること。
③作成にあたっては、基本設計内容（要求水準書）とＶＥ提案内容が
比較できるよう簡潔にわかりやすく記載すること。

④応募者独自の技術（構造などの特許技術含む。）については確認等
の申請手続が未済なため、柔軟に設計に導入可能と考えている。

⑤工業所有権や特許技術など排他的権利を含むＶＥ提案については、
その取扱いについて補足資料（様式は任意）を提出すること。

エ）上記ア～ウの資料のPDFファイル電子データ（CD-R）

（２）提出部数
・様式 14：1部
・様式 15～16：各 10部（様式順に 1部ずつクリップ止めすること）
・電子データ（CD-R）：1部

（３）作成要領
ア）様式 15～16の提出図書は、審査を公平に行うため応募者が特定で
きるような表現は避けること。

イ）提出書類は必要記載事項がない場合でも提出すること。その場合は
「記載事項なし」等とそれぞれの様式に記入すること。なお白紙で
の提出は未提出扱いとし、失格となる場合があるので注意すること。
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ウ）提出図書は、片面のみの使用とすること。
エ）上下左右の余白は 20mmを目安とすること。
オ）文字の大きさは 12pt 以上とする。字体や強調等については任意と
する。

カ）使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計
量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。

キ）ＶＥ提案は応募者の自由な提案を認める。

（４）提出方法等
ア）提出期間
令和 3年 3月 31 日（水）午前 9時から令和 3年４月 5日（月）午後
５時（事務局必着）までとする。

イ）提出方法
持参（土日・祝日および平日午後 0時 30 分から午後 1時 30 分の時
間帯をのぞく）とし、事前に１１．事務局にアポイントをとること。

（５）費用負担
提出書類の作成および提出にかかる費用は、応募者の負担とする。

（６）ＶＥ提案にかかるヒアリング
ＶＥ提案確認審査会による、参加者対する提出書類や図書の説明を求め
るヒアリングは実施しない。

（７）ＶＥ提案採否通知
ＶＥ提案採否は、ＶＥ提案確認審査会で決定し、参加者それぞれに通知
する。なお、ＶＥ提案確認審査に関する問合せおよび採否に関する異議
申立ては一切受け付けない。
ア）ＶＥ提案採否
採否は「採用（〇）」、「条件付採用（△）」、「不採用（×）」で判定する。
条件付採用（△）は、応募者側で条件を検討し、ＶＥ提案として採用
する場合は値引き額を再検討して見積書（別紙「様式 11」）に反映さ
せること。

イ）採否通知日
採否結果通知日は令和 3年 4月９日（金）を予定。

８．質疑応答
提出書類や図書に関する質疑を次のとおり受け付ける。なお質疑は、本実施

要項および配布する資料に関することとし、それ以外の事項についての質疑は
受け付けない。また質疑応答は全て文書によるものとする。
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（１）提出期間
ア）参加資格に関する質疑
令和 3年３月 11日（木）午後３時０0分から令和３年 3月 15 日（月）
午後５時 15分（事務局必着）までとする。

イ）要求水準等に関する質疑
令和 3年３月 18日（木）午前９時０0分から令和３年 3月 22 日（月）

午後５時 15分（事務局必着）までとする。

（２）提出方法
質疑書（別紙「様式 12」）に記入のうえ、１１．事務局のメールアドレ
スまで、電子メールで提出（質疑書の添付形式はＰＤＦおよびＷＯＲＤ
形式の両方を添付）すること。件名は「要求水準等質疑̲常滑市民病院婦
人科不妊治療棟建設事業プロポーザル」
なお、提出後は電話にてメール送信状況を確認すること。

（３）質疑及び提案に関する回答
次の期日中に、すべての応募者からいただいた質疑をとりまとめて、電
子メールにて通知する。ただし、全ての質疑事項に対して回答できると
は限らない。また、回答日の執務時間中に回答するとは限らない。
ア）参加資格
令和３年３月 16日（火）とする。

イ）要求水準等
令和３年 3月 30 日（月）とする。

９．選定結果通知（予定）
施工業者候補者の選定結果の通知は、令和 3年 4月下旬に書面にて参加者

それぞれに通知する。なお選定に関する問合せや異議申し立ては一切受け付
けないこととする。

１０．その他
（１）提出書類や図書の取り扱い

ア）提出された書類や図書については一切返却しない。
イ）応募書類等については、他の参加者に知られることのないよう常滑

市病院事業が責任をもって厳重に保管する。
ウ）優先交渉権者になれなかった者の提案については、その者の了承を

得ることなく、その全部または一部を採用することはありません。
エ）提出後の提出書類の追加・修正は認めない。ただし、審査に必要と

認められる場合は、病院事業から追加提出を求めることがある。
オ）本プロポーザルの提出書類は、常滑市情報公開条例第６条第 1項第

３号の規定により、法人等の競争上または事業運営上の地位を害す
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る情報にあたると認められるものについては、非公開とする。
カ）企画提案書に記載された事項が履行できなかったときは、規約金額

の減額又は損害賠償請求等を行うものとする。
キ）この公募型プロポーザルは、令和 3年度以降の当初予算成立を前提

とした年度開始前の準備手続きであり、常滑市議会において、当初
予算案が否決された場合には、本要項に定める事業の契約を締結で
きないことがあることに留意してください。

（２）工事の契約について
ア）評価点の合計点が最も高い者を優先交渉権者する。
イ）合計点数が最も高い者が２者以上ある場合、見積書（別紙「様式
11」）の見積金額が最も低い者を優先交渉権者とする。見積金額も同
額であった場合は、該当者によるくじにより決定するものとする。
ウ）優先交渉権者とは、請負契約を締結した後、実施設計を進め、実施
設計完了時には工事費内訳書を提出するものとする。
エ）優先交渉権者と交渉が整わなかった場合は、次点以降の応募者と協
議するものとする。
オ）応募者が１者のみであった場合は、７－１．技術提案審査の評価点
が配点の 60％に満たない場合は順位を特定しないこととする。

（３）現地の視察について
主催者による建設予定地での説明会は行いません。応募者による事前視
察は自由とするが、既設病院の敷地内ということもあり、現地視察前に、
１１．事務局に連絡をすること。

（４）プロポーザル関係資料
ア）要求水準書の配布
配布資料の貸出は、令和３年３月 11日（木）午後 3時 00 分以降に CD-R
にて行うこととする。CD-R にある資料は次のとおり。受領方法につい
てはイ）受領方法を参考とすること。
①常滑市民病院配置図（資料 1）
②常滑市民病院婦人科不妊治療棟基本構想（資料２）
③常滑市民病院̲職員および臨時職員等人数表（資料 3）
④常滑市民病院婦人科不妊治療棟基本設計図書（資料４）
⑤様式 1～様式 16
⑥常滑市民病院婦人科不妊治療棟DB発注図書（要求水準書）

イ）受領方法
CD-R 受領時に「秘密保持に関する誓約書（別紙「様式 13」）」の提出が
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必要なため、事前に常滑市病院ホームページからダウンロードして１１．
事務局まで持参すること。持参時間は午前８時 30 分～午後５時１５分
の間（土日・祝日および平日午後 0時 30 分から午後 1時 30 分の時間帯
をのぞく）とし、事前に１１．事務局にアポイントメントをとること。

ウ）資料返却
返却日および返却場所は、別途通知する。

１１．事務局
〒479－8510
愛知県常滑市飛香台 3丁目 3番地の３
常滑市民病院事務局管理課 担当 総務・施設 永柳
TEL：0569－35－3170 FAX：0569－34－8526
E-Mail：byoinkanri@city.tokoname.lg.jp
※提出物持参場所および郵送等配達先も同様とする。

mailto:chosyaseibi@city.tokoname.lg.jp
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別紙 1

常滑市民病院婦人科不妊治療センター建設事業
施工業者候補者選考プロポーザル評価表

（１）参加資格審査に対する配点

（２）技術提案審査等に対する配点

（３）見積額に対する配点の計算方法
計算方法については非公表とする。

（４）その他
参加資格審査の点数は技術提案審査に引き継がない。

評 価 項 目 配 分 様式

企 業
ア③応募会社の設計実績

15点 3イ④応募会社の施工実績
ウ③応募会社の監理実績

担当者
ア④設計業務配置技術者の担当実績

15点 4イ⑤施工業務配置技術者の担当実績
ウ④監理業務配置技術者の担当実績

合計 30点

評 価 項 目 配 分 様式

技 術
提 案

イ①工程管理にかかる技術的所見の提案

300 点

9
イ②工事品質を確保するための提案 9
イ③既設病院の接続に係る施工計画の提案 9
ウ①周辺街区に及ぼす環境対策の提案 10
ウ②病院利用者の安全対策に対する提案 10
ウ③温暖化など環境対策の提案 10

見積額 エ 見積金額（技術提案＋VE提案を反映） 200 点 11
合計 500 点


