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見附市立病院新病棟整備事業 設計業務委託 

提案型プロポーザル実施要項 
 

Ⅰ 本事業の目的 

 

見附市立病院（以下、「市立病院」という。）は現在、許可病床数９４床

の２病棟で運用している。現在の市立病院は平成４年の開院当時の施設基準

に準じており、病棟は多くが６床室である。しかし、市内で唯一の入院機能

を有する公立病院として現在の地域の医療ニーズに応えるために、現在、地

域包括ケア病床を１８床設け一部の６床室を４床室として運用している。 

このような状況と、将来の医療ニーズへの対応や市の地域包括ケア体制の

充実を図ることを鑑み、また、病院事業の経営改善を目指すために、９４床

の許可病床数の中で、現在の基準に準じた病棟を整備することとした。 

今回の見附市立病院新病棟整備事業（以下、「本事業」という。）をすす

めるために、基本設計及び実施設計を一括で発注し、市立病院で働く職員の

意見を取り入れながら、発注者の意図を的確に取り入れ、かつ、今後も使用

する現在の外来、検査、薬剤等の部門とあわせた効率的な施設運営を行うこ

とができる病棟整備を目指して、以下に定める要項をもとに、設計業務委託

事業者の選定を提案型公募プロポーザル方式により実施する。 

 

 

Ⅱ 業務委託の概要 

 

１ 目的 

この実施要項は、見附市立病院新病棟整備事業設計業務委託（以下、「本業

務」という。）を行うにあたり、提案型公募プロポーザル方式（以下、「本プロ

ポーザル」という。）により、設計能力と提案能力及び発注者の要望に柔軟に

対応する能力を有する設計者の選定のために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 委託の概要 

（１）業務委託名 

 見附市立病院新病棟整備事業設計業務委託 

 

（２）業務内容 

①基本設計業務 

②実施設計業務（関係法令等に基づく申請手続き業務を含む。） 

  （①②ともに必要な設備等の更新を含む） 

 ③その他、本業務の遂行上必要と認められる業務 
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（３）履行期間 

 契約締結の日（令和元年７月上旬予定）から令和２年３月２０日 

  

（４）設計に関する付与条件 

 １）敷地の条件 

見附市学校町２丁目１３番地内 

市立病院の東側に隣接する市有地 約２，１００㎡程度 

 ２）配置条件 

①現在の市立病院と渡り廊下で１、２階をともに接続すること 

②接続にあたり、市立病院の１階リハビリ室から新病棟へのスムーズな

導線を確保するための対応を検討すること 

③既存病院の救急出入り口の配置についても検討し提案に含めること 

 ３）建設施設の条件 

①病床数  ９４床 

②病棟数  ２病棟 

③構造・階数 鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で２階建又は３階建 

④設備概要  電気設備、衛生設備、空調設備、換気設備 等 

    空調設備及び自家発電設備は現在の病院設備と別に、 

単独で設置すること 

⑤主な諸室  別紙、「見附市立病院新病棟整備事業整備方針案」に 

よる諸室を想定している 

４）設計業務委託料の上限 

上限額   50,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 ５）建設の条件 

  ①工事費  約 1,000,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 

      なお、必要な設備等の更新を含む 

  ②予定工期  令和２年４月～令和３年３月（予定） 

  

（５）発注者 

見附市長 

 

 （６）担当部門 

見附市立病院事務部 

  〒954-0052 新潟県見附市学校町２丁目１３番５０号 

  電 話 ０２５８－６２－２８００ 

  ＦＡＸ ０２５８－６１－１７００ 

  電子メール mitsuke-hospital@city.mitsuke.niigata.jp 

   問合せ 担当：山村 

 

mailto:mitsuke-hospital@city.mitsuke.niigata.jp
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Ⅲ．スケジュール 

 

項目 日程 

実施要項の公表 令和元年５月３１日（金） 

参加表明書の提出期限 令和元年６月１９日（水） 

質問書の提出期間 令和元年５月３１日（金）～６月１９日（水） 

質問書への回答期限 令和元年６月２４日（月） 

参加資格審査結果の通知 令和元年６月２４日（月） 

提案書（辞退届）の受付期間 令和元年６月２４日（月）～７月 ３日（水） 

プレゼンテーション実施日通知 令和元年６月２４日（月） 

プレゼンテーション参加通知 令和元年７月 ５日（金） 

プレゼンテーションの実施 令和元年７月 上旬 ※別途通知します 

優先交渉権者決定・評価結果の

通知 
令和元年７月 上旬 

契約締結日（予定） 令和元年７月 上旬 

 

 

Ⅳ．本プロポーザルの参加資格審査 

 

１ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次の資格要件をすべて満たさなけ

ればならない。 

（１）新潟県内に本社・本店を有すること 

（２）２０００年１月以降に、病院又は高齢者福祉施設（介護老人保健施設、介

護老人福祉施設）の新築、増築、改築事業の設計業務の受注実績を有すること

（元請、下請、ＪＶの別は問わない。） 

（３）会社法に基づき会社の整理の申立てがなされている者又は会社の整理の開

始を命じられている者でないこと 

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）若しくは旧会社更生法（昭和 27 年

法律第 172 号）に基づく更生手続き開始の申立てがなされていないこと又は、

民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなさ

れていないこと 

（５）破産法（大正 11 年法律第 71 号）に基づき破産の申立て又は旧和議法（大

正 11 年法律第 72 号）に基づき和議開始の申立てがなされている者でないこと 
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２ 参加表明書等の提出 

本プロポーザルに参加を希望する者は、次により参加表明書等を提出するこ

と。 

（１）提出期間 

令和元年５月３１日（金）～令和元年６月１９日（水） 午後５時まで 

（２）提出書類 

①参加表明書（様式１） 

②参加資格の確認書類（様式２） 

（３）提出部数 

各１部 

（４）提出先及び提出方法 

Ⅱ（６）の担当部門（見附市立病院 事務部）に直接持参又は郵送により提

出すること（郵送の場合は指定の期日までに必着とする。） 

 

３ 参加資格審査結果の通知 

提出された参加表明書等について参加資格の審査を行い、令和元年６月２４

日（月）までに参加資格審査結果を通知する。 

 

 

Ⅴ．提案書等の提出 

 

１ 提案書等の提出 

参加事業者は、次により提案書等を提出すること。 

（１）提出期間 

令和元年６月２４日（月）～令和元年７月３日（水） 午後５時まで 

（２）提出書類 

①設計担当者（予定者）の資格及び受注実績等確認表（様式３） 

②提案書（様式４－１及び４－２） 

③見積書（様式５） 

④新病棟の諸室等の平面配置イメージ図（単線図） 

（３）提出部数 

①様式３及び５  １部 

②様式４  １０部（電子媒体は不要） 

１部には社印及び代表者印を押印し、残り９部はコピーとする 

（４）提出先及び提出方法 

Ⅱ（６）の担当部門（見附市立病院 事務部）に直接持参すること。 
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２ 提案書等の作成及び記載上の留意事項 

（１）提案書作成上の基本事項 

本プロポーザルにおいて提出される平面配置イメージ図等は、貴社の提案内

容を示すものとして評価の対象とするが、実際の基本設計及び実施設計におい

ては、市立病院の医師、看護師、リハビリテーション担当職員等の意見を取り

入れながら、随時調整、修正を求める予定である。 

そのため、具体的かつ詳細な設計作業においては、提案された内容を基本と

しつつ、契約締結後に発注者と必要かつ十分な協議を重ねて進めることを念頭

に、提案書等を作成すること。 

（２）提案書の作成方法 

提案書の作成は別に定める様式及び、任意の様式によるものとし、印刷方法

は片面印刷とする。 

（３）記入要領及び注意事項 

提案書等の作成にあたっては、以下の点に留意すること。 

・見積書（様式５）には、総額のほか基本設計、実施設計それぞれの額（い

ずれも税抜）を記載すること 

・提出する図面類は、病棟の平面配置イメージ図程度（単線プラン）の提出

を必須とするほかは任意とする 

 

３ 質問受付及び回答 

質問は、質問書（様式６）により持参、郵送、ファックス又は電子メールのい

ずれかの方法で行うこと。なお、質問書には担当者の氏名を併記すること。 

（１）質問の受付回答部署 

見附市立病院 事務部 

（２）質問の受付期間 

提案依頼書の通知日から令和元年６月１９日（水）午後５時まで 

（３）質問に対する回答 

令和元年６月２４日（月）までにすべての参加事業者に回答を送付する。 

 

４ 提案の辞退 

提案を辞退する場合は、令和元年７月３日（水）午後５時までに辞退届（様式

７）を提出すること。 

 

５ プレゼンテーションの実施 

提案内容について、以下のとおり個別プレゼンテーションを実施する。 

参加資格審査の結果、参加資格を有する者に、令和元年６月２４日（月）まで

にプレゼンテーションの実施日時を通知する。ただし、提出された提案書等を審

査しプレゼンテーションへの参加の要否を決定し、令和元年７月５日（金）午後

５時まですべての参加事業者に通知する。 
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Ⅵ．優先交渉権者の選定 

 

１ 審査及び評価 

（１）審査方法 

提案書等及び別に通知するプレゼンテーションの内容について、別に定め

る評価基準項目に従い審査を行う。 

（２）審査委員会 

審査は、見附市職員で構成する審査委員会において行う。 

（３）評価基準項目 

以下により評価を行い、各委員の評価点数の平均点が６０点を超えている

者のうち、最も点数が高い参加事業者を優先交渉権者として選定する。 

 

【評価項目】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 評価結果の通知について 

（１） 評価結果は、参加事業者全員に通知する。 

（２） 評価結果については、通知を受けた日から起算して７日以内にその理由の説

明を書面で求めることができる。 

 

３ 留意事項 

（１） 本プロポーザルの参加に要する経費は、すべて参加者の負担とする。 

（２） 提出された提案書等は、本プロポーザル以外の目的には使用しない。 

（３） 本プロポーザルの参加にあたり提出した提案書等に虚偽の記載があった場

合は、提案を無効とする。 

（４） 提出された提案書等の書類は返却しない。 

（５） 建設予定地での現場説明会は行わない。 

項 目 評価内容 

１ 実績 
技術者の資格及び、病院又は医療・福祉施設（介護施設）の設計

実績 

２ 提案内容 

平面配置イメージ図 

新病棟運用後のランニングコスト低減に対する提案及び、既存建

物を生かした省力化や防災、安全管理などのリスク管理等に対す

る提案 

３ 体制 

自社の提案に加え病院職員の要望をできる限り柔軟に取り入れ

る対応体制を含む、協議・打ち合わせに対する考え方 

他院などの情報や知見の収集に対する考え方  

４ 価格 見積額（基本設計＋実施設計） 
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見附市立病院新病棟整備事業 整備方針 
 

基本的な整備方針として、実施要項Ⅱ－２－（４）に定める事項のほか以下の項目に留

意のうえ提案書の作成を行うこと。 

項目 留意事項 数量等 

施設基準 
現在の医療法に定める施設基準を順守

すること 

廊下幅、病室における

１人あたり居室面積等 

病室 

４床部屋を基本としつつ、１床部屋を

現状よりも増やすこと 
各病棟５～７室程度 

多床室を含むすべての病室にトイレ及

び洗面を設置する 
 

重症患者室はスタッフステーションに

隣接して配置する 
 

スタッフステーション 各病棟の中央付近に配置する  

階段 
スタッフステーションから目の届く位

置が望ましい 
 

デイルーム 現在の病棟よりも広い面積を確保する 現状 38.463 ㎡ 

浴室 
各病棟に特殊浴を設置する  

一般浴槽は家庭用サイズとする  

トイレ 車いすトイレの面積を広くする 現状 3.634 ㎡ 

ナースコールシステム 

スタッフステーション、各病室、ベッ

ドネーム等のデジタル表示システムを

導入する 

 

感染対策 

新型インフルエンザ等の新興感染症患

者を受け入れるための診察室、待機病

室（３床陰圧空調設備）を確保する 

１病棟のみでよい 

諸室の確保 

・カンファレンス室 

・病状説明室 

・調剤スペース 

・処置室 

・汚物室     ほか、必要な諸室 

・収納スペースを多く確保する工夫 

 

既存病院との接続 

救急出入口の配置に関する提案  

１階リハビリ室から新病棟への導線の

確保 
 

配置イメージ 
設計にあたり、配置イメージの参考と

なる他病院があれば示すこと 
 

 

別紙 


