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第１ 落札者決定基準の位置付け 

本落札者決定基準は、地方独立行政法人東京都立病院機構(以下、「病院機構」という。)が、「民間

資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11 年７月 30 日法律第 117 号。以

下、「ＰＦＩ法」という。）に基づき、令和４年６月１６日に特定事業として選定・公表した「広尾病

院及び広尾看護専門学校整備等事業」（以下、「本事業」という。）を実施するに当たり、民間事業者を

選定する方法及び基準を示すものである。 

なお、本落札者決定基準において使用する用語は、入札説明書に基づくものとする。 

 

第２ 審査方法 

本事業では、事業者の提供するサービスの品質確保を図るため、価格だけでなく、各業務におい

て事業者が有する能力・ノウハウ等を総合的に評価する必要がある。 

従って、総合評価一般競争入札により、事業者選定を実施する。 
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第３ 審査の流れ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

入札公告 

資格要件不備 

入札時提出書類の受付 

入札提案書類提出届等 

事業提案書関係提出書類 

６ 総合評価点（性能評価点＋価格点）の算出 

７ 落札者の決定 

欠格 

２ 入札時提出書類の形式審査 

提出書類不備 
無効 

入札書類 

１ 入札参加資格の確認 

５（１） 入札価格の確認 

５（２）入札価格の審査 

３ 基礎審査 

無効 
予定総額超過 

４ 性能評価項目の審査 

要求水準の未達成 
失格 

入札参加資格確認結果の通知 

入札参加資格の確認申請関係書類の提出 

（ 提出書類 ） 
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第４ 落札者の決定方法 

病院機構は、入札参加資格の確認申請関係書類の提出を受け、本事業の一般競争入札に参加を希

望する者が入札説明書の第３の２「入札参加者の入札参加資格要件」に定める入札参加資格要件を

満たしているか否かにより入札参加資格の有無を確認し、確認の結果を通知する。 

 

病院機構は、入札参加者から提出される入札時提出書類について、全て提出されていることを確

認する。不足する書類、不備の書類等がある場合は無効とする。 

 

病院機構は、資料３「様式集及び記載要領」の基礎審査確認リスト（様式４－５）に基づいて、

提案内容が要求水準を満たしていることを確認する。満たしていない項目がある場合は失格とす

る。 

 

審査委員会は提案内容のうち、「第６ 性能評価項目及び配点」に示す項目について、優れている

と認められるものについて、その程度に応じて加点する。 

 

（１）入札価格の確認 

入札価格が病院機構の予定総額以下であることを確認する。予定総額を超える入札は無効とす

る。 

 

（２）入札価格の審査 

入札価格は次の方法により価格点として算定する。 

ア 最も低い価格を提示した入札参加者の価格点を 300点満点とする。 

イ その他の入札参加者の入札価格は、次の方法により、最低入札価格の当該価格に対する割合

を用いて、価格点として算定する。有効桁数は小数点第２位とし、小数点第３位は四捨五入

する。 

 

価格点＝｛（最低入札価格）／（その他の入札価格）｝×300 点 

 

性能評価点（700 点）と価格点（300 点）を合計して得られた数値を総合評価点とする。 

 

総合評価点の最も高いものを落札者とする。 
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総合評価点が最も高い入札参加者が２者以上あるときは、当該者にくじを引かせて決定する。当

該者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない病院機構の職員が代わりに

くじを引き、落札者を決定する。 

 

第５ 性能評価項目の審査 

 

提案内容を評価する際の審査項目・配点は下記のとおり設定する。 

 

性能評価項目（大項目） 配点 

業務実施施計画 80 点 

脱炭素化等環境への配慮 50 点 

サービスプロバイダー業務 80 点 

施設整備業務 395 点 

維持管理業務・運営業務等 95 点 

合計 700 点 

 

提案内容を評価する際は、以下の採点基準に基づき実施し、各項目の評価点を算出する。有効桁

数は小数点第２位とし、小数点第３位は四捨五入する。 

評価区分 評価内容 採点方法 

Ａ 非常に優れている 配点× 1.00 

Ｂ 優れている 配点× 0.75 

Ｃ やや優れている 配点× 0.50 

Ｄ 要求水準を上回る程度である 配点× 0.25 

Ｅ 要求水準を満たす程度である 配点× 0.00 
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第６ 性能評価項目及び配点 

◆業務実施計画 

評価項目 審査の視点 配点 主な様式 

１ 事業実施方針  60 点  

 （１）基本的認識 ・広尾病院及び広尾看護専門学校という本施

設の特性及び現地建替えという本事業の特

徴を的確に捉え、事業を実施する上での基

本的な考え方や取組方針が具体的かつ適切

であるか。 

20 点 ６－１ 

 ・ＩＣＴ技術の活用やＳＤＧｓの実現に向け

た取組など、都の最新の計画や政策におけ

る方向性を踏まえた具体的な提案がなされ

ているか。 

 （２）サービスの安定的

提供 

・ＳＰＣは、複数の業務を統括管理し、事業

環境の変化に対応してサービスを安定的に

提供する体制を構築しており、構成企業等

を迅速かつ的確にマネジメントする機能を

有しているか。 

20 点 ６－２ 

６－３ 

・病院及び看学とのパートナーシップ体制の

構築に向けた方策について具体的な提案が

なされているか。 

・病院と看学を取巻く事業期間中の社会状況

の変化等に柔軟に対応し、継続的に業務改

善に取り組む具体的かつ的確な方策が提案

されているか。 

（３）緊急時の対応 ・緊急事態（破損・故障等の不具合やその他

事故等）に対して、迅速かつ適切な対応を

行うための具体的な方策や、その方策を確

実に実施する体制が構築されているか。 

20 点 ６－４ 

 ・非常の緊急事態（新型インフルエンザ等の

感染症流行時や、災害の発生時等）に対し

て、迅速かつ適切な対応を行うための具体

的な方策や、その方策を確実に実施する体

制が構築されているか。 

 ・構成企業等に帰責事由があるか否かを問わ

ず、構成企業等が業務遂行不全に陥った場

合の対応方針・方法は、病院及び看学の運

営の安定性を確保する上で有効か。 
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評価項目 審査の視点 配点 主な様式 

２ リスク管理 ・想定されるリスクを適切に分析・把握し、

リスクを最小化する方策を提案している

か。 

10 点 ６－５ 

・リスクが顕在化した場合の対応策は、事業

の安定性を確保するものであるか。 

３ 資金計画及び収支計画 ・出資、融資の確実性を増すための工夫が示

されており、資金管理の方法が優れたもの

となっているか。 

10 点 ６－６ 

・不測の資金需要に対する予備的資金の確保

等、事業収支の安定化のための具体的かつ

有効な対応策が示されているか。 

・収支計画の前提条件や対価の算定根拠が明

確であり、妥当な事業計画が示されている

か。 

・提案時点における収支計画及び資金調達計

画が、事業期間終了に至るまで安定的に継

続されるための具体的な管理体制及び監査

体制が提案されているか。 

計 80 点  

 

◆脱炭素化等環境への配慮 

評価項目 審査の視点 配点 主な様式 

１ 施設整備面における環

境への配慮 

・都の環境に関する計画や目標等を的確に踏

まえ、脱炭素化に向けた省エネルギー化の

推進など、環境負荷の低減に努めた計画で

あり、その取組は効果的であるか。 

30 点 12－1 

２ エネルギーマネジメン

ト及び維持管理・運営面に

おける環境への配慮 

・省エネルギー化を確実に進めるための優れ

たマネジメント体制が構築されているか。 

20 点 12－2 

・エネルギー使用量の削減方針の内容は、具

体的かつ効果的であるか。また、削減方針

を実現させるための工夫が提案されている

か。 

・維持管理・運営業務における省エネルギ

ー、省資源化への取組は、具体的かつ効果

的であるか。また、取組を実現させるため

の工夫が提案されているか。 

計 50 点  
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◆サービスプロバイダー業務 

評価項目 審査の視点 配点 主な様式 

１ 実施方針・体制 ・実施方針はサービスプロバイダー業務の内

容や本事業における役割を十分理解したも

のであるか。 

15 点 ７－１ 

・サービスプロバイダー業務を的確かつ確実

に実施できる体制が構築されているか。 

２ 統括マネジメント ・複数の施設における複数の業務を統括管理

し、医療環境や教育環境の変化等に対応

し、サービスを安定的に提供するための具

体的かつ効果的な提案がなされているか。 

15 点 ７－２ 

・災害の発生に備えた事前対策等について、

具体的かつ効果的な提案がなされている

か。 

３ 委託業務統括 ・日々の業務実施状況を確認し、適正なサー

ビス水準の確保や事業の継続性を担保する

仕組みが構築されているか。 

15 点 ７－３ 

７－４ 

・本事業を実施・終了するに当たって既存事

業者や次期事業者、病院機構と連携し円滑

に引継ぎ等を行うとともに、事業期間中も

別途病院機構及び都が発注する他の委託事

業者との連携を図るための工夫がなされて

いるか。 

・サービスの提供が適切になされていない場

合、ＰＤＣＡサイクルにより自主的改善が

行われ、速やかにその修復・改善が図られ

る仕組みがあるか。 

・要求水準の未達又は未達に近しい事象が発

生した場合、事象の重要度を適切に認識

し、同様の事象を繰り返さないための工夫

がなされているか。 

４ ファシリティマネジメ

ント 

・業務対象の施設等において、ライフサイク

ルコストの最小化と施設の価値の最大化の

ための計画及び方策と、それを実行するた

めの体制が具体的に提案されているか。 

15 点 ７－５ 

・新設施設等において、ライフサイクルコス

トの縮減や、施設・設備の長寿命化を見据

えた、施設整備や施設維持管理について、
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評価項目 審査の視点 配点 主な様式 

具体的な方策や、それを実行するための体

制が具体的に提案されているか。 

・既存施設等について、施設・設備の適切な

維持管理や今後発生する修繕費等の縮減に

向け、施設改修及び修繕等の実施者ではな

い立場で取り得る工夫が提案されている

か。 

５ 開設準備支援 ・段階的な整備において新設施設等が円滑に

開設・開校できるよう、開設準備支援や移

転業務に当たっての方策や、それを実行す

るための体制が具体的に提案されている

か。 

20 点 ７－６ 

８－19 

計 80 点  

 

◆施設整備業務 

評価項目 審査の視点 配点 主な様式 

１ 実施方針・体制 ・長期にわたる施設整備を円滑に行うに当

たり、業務を的確かつ柔軟に進める体制

が構築されているか。 

20 点 ８－５ 

 

・病院運営を継続しながら施設整備を実施

するに当たっての本事業における課題や

医療環境の変化等を認識した上で、明確

な方針を打ち出しているか。 

２ 段階的整備計画と工

程管理 

・設計から建設、開院に至るまでの段階的

整備計画・スケジュールは実現性が高く、

早期開院を可能にしているか。 

40 点 ８－６ 

・病院機構が想定しているスケジュールを

実現するための工程管理における工夫がな

されているか。また、段階的整備期間中の

施設配置は機能性の確保や周辺環境への配

慮がなされているか。 

３ 設計等各種協議 ・設計から建設、開院・開校に至るまでの

各段階において、病院職員・看学職員等関

係者と打合せ・協議を行うに当たり、関係

者の理解を深める工夫がなされているか。 

40 点 ８－７ 
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評価項目 審査の視点 配点 主な様式 

・円滑に施設を整備するため、着実に検討

を進め、合意形成していく工夫や配慮がな

されているか。 

 

４ 完成時施設計画  255 点  

 （１）機能性 ・周辺環境への影響も含め、敷地全体を俯

瞰的に考慮した、適切な配置計画・動線

計画であるか。 

70 点 ８－８ 

 ・病院の医療機能に鑑み、各部門・諸室

は、部門間連携、患者や病院職員等の移

動、物品の搬送等を考慮した、機能的で

効率的な配置となっているか。移動動線

が効率的なものであるか。 

 ・看護学校の教育機能に鑑み、各部門・諸

室は、看護実践能力の向上並びに魅力あ

る学習環境の整備を考慮した、機能的で

効率的な配置となっているか。 

 （２）安全性 ・利用者等にとって安全かつ清潔な環境の

確保に配慮した計画であるか。 

30 点 ８－９ 

 （３）柔軟性・拡張性 ・将来の医療技術、通信情報技術の進歩や

医療環境・学習環境の変化に伴う、諸室

構成の変化や増築、模様替え、改修等に

柔軟に対応できる計画となっているか。 

20 点 ８－10 

 （４）経済性 ・設計段階から将来の維持管理を見据えて

計画することにより、設計・建設等に対

してコスト縮減の提案がされているか。 

20 点 ８－11 

 （５）災害対策 ・地震や集中豪雨等の自然災害発生時に

も、基幹災害拠点病院として医療機能を

維持するために有効な具体的方策が計画

されているか。 

35 点 ８－12 

 ・災害発生時等における病院・看護学校の

連携可能な運用を考慮した計画である

か。 

 （６）感染症対策 ・院内感染防止策に加え、新型インフルエ

ンザ等流行時に対しての感染拡大の状況

に応じて患者を受け入れることを見据え

た工夫はあるか。 

20 点 ８－13 
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評価項目 審査の視点 配点 主な様式 

 （７）利用者への配慮 ・癒しと安らぎの感じられる医療環境及び

豊かな人間性を育成する学習環境の形成

に配慮した計画となっているか。 

30 点 ８－14 

 ・利用者の多様性に配慮し、様々な利用者

が使いやすい施設として計画されている

か。 

 ・病院及び看学職員の働きやすい環境を実

現する計画であるか。 

 （８）周辺住民・周辺

環境への配慮 

・病院及び看護学校について周辺住民への

影響に配慮した計画であるか。 

30 点 ８-15 

 ・周辺環境や地域との調和のとれた景観デ

ザインが計画されているか。 

 ・ヘリポート対策について有効な提案がな

されているか。 

５ 施工計画 ・病院運営や周辺住民等に十分に配慮し、

段階的整備期間中の診療環境・治療環境

等に与える影響を最小限に抑えた計画で

あるか。 

40 点 ８－16 

計 395 点  
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◆維持管理業務・運営業務等 

評価項目 審査の視点 配点 主な様式 

１ 実施方針・体制 ・維持管理・運営業務、利便サービス業務を

的確かつ確実に実施できる体制が構築され

ているか。 

20 点 10－１ 

・病院と看学を一体的に維持管理・運営する

に当たり、本事業の特徴を十分理解した上

で、明確な体制・方針を打ち出している

か。 

２ 維持管理業務・運営業

務及び利便サービス業務 

 75 点  

 （１）ＰＦＩのメリット

を最大限活用した業務の

実施 

・ＰＦＩのメリットを最大限活かした効率的

かつ効果的な維持管理・運営業務及び利便

サービス業務を計画しているか。 

25 点 10－２～ 

10－13 

11―１～ 

11－７  ・整備期間中も災害・島しょ・救急医療の拠

点として日常の診療を継続するために、段

階的整備の各段階でも途切れることなく維

持管理・運営業務及び利便サービス業務を

実施できるような仕組みが提案されている

か。 

 ・事業期間終了時、維持管理・運営業務の対

象施設の全てが本要求水準書で規定した性

能及び機能を発揮できるような仕組みが提

案されているか。 

 （２）患者等、病院職

員、看護学生及び看学職

員への配慮 

・病院において患者・患者家族から病院職員

に至るまで、病院を利用する全ての者にと

って満足度の高いサービスを安定して提供

し続けていくために相応しい有効な計画で

あるか。 

25 点 同上 

・看学において看護学生から看学職員に至る

まで、看学を利用する全ての者にとって満

足度の高いサービスを安定して提供し続け

ていくために相応しい有効な計画である

か。 

（３）周辺住民・周辺環

境への配慮 

・病院及び看学の地域参画等の取組にパート

ナーとして協力する提案がなされている

か。 

25 点 10－14 

計 95 点  
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