
広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業　入札説明書等修正箇所一覧

頁 数 数 （数） カナ 数 （カナ）

1 入札説明書 入札の無効 23 第4 14 (6)
「第３の１（４）複数業務の禁止」や「第３の１
（４）複数提案の禁止」のに違反するもの

「第３の１（４）建設業務と工事監理業務の兼務
禁止」や「第３の１（５）複数提案の禁止」に違
反するもの

2
要求水準書（Ⅰ　総

則）
遵守すべき関係法令等 11 第3 ４ (1)

・水質汚濁防止法（昭和・危険物の規制に関する
政令（昭和34年９月26日政令第306号）
…
・地方独立行政法人東京都立病院機構契約取引停
止等措置要綱（令和４年７月１日）
45年12月25日法律第138号）

・水質汚濁防止法（昭和45年12月25日法律第138
号）
・危険物の規制に関する政令（昭和34年９月26日
政令第306号）
…
・地方独立行政法人東京都立病院機構契約取引停
止等措置要綱（令和４年７月１日）

3
要求水準書（Ⅱ
サービスプロバイ
ダー業務編）

統括マネジメント業務 6 第2 １ (4) イ NBC NBCR

4
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（1）共

通事項）
業務範囲 11 第3 １ (2) 地質調査業務 地盤調査業務

5
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病

院編）
防災安全計画 9 第2 １ (5) NBC NBCR

6
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病

院編）
給排水衛生設備 61 第2 ４ (4) ウ ③ NBC NBCR

7
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（1）共通事項）

業務範囲 ２ 第1 ２ - 表内の注釈の番号ずれを修正

8

要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（3）看護専門学校

編）

環境衛生管理業務
環境測定

15 第1 ８ (2) ①

照度
騒音
二酸化窒素
揮発性有機化合物
ダニ又はダニアレルゲン
照度
まぶしさ

照度
騒音
二酸化窒素
揮発性有機化合物
ダニ又はダニアレルゲン
まぶしさ

9
付属資料３ 諸室リ

スト
部門別諸室リスト 1 １ (2) ウ

・ 「付属資料３　諸室リスト」に記載する「想定
面積」欄は、各室に求める最低面積を示してい
る。

・ 「付属資料３　諸室リスト」に記載する「想定
面積」欄は、各室に求める最低面積を示してい
る。ただし、「仮設棟（改修前）　部門別諸室リ
スト」及び「仮設棟（改修後）　部門別諸室リス
ト」における室数及び面積ついては、要求水準書
に記載している段階的整備業務及び「参考資料13
ローリング計画図」と異なる独自のステップで提
案する場合は、既存病院、新設病院等及び仮設棟
を合わせて室数及び面積が確保されていれば、仮
設棟における室数及び最低面積を下回ることも可
とする。

10 様式集及び記載要領 様式集記載要領 8 2 2 -
・各様式を基本としたうえで、要求水準を満たす
独自の提案に合わせて、様式の体裁の一部修正や
行及び列を追加することも可とする。

11 様式集及び記載要領 様式集記載要領 13 3 3 (5) イ
また、そのうちの１部は表紙に入札に参加する企
業名を記載し、残りの30部は、企業名を特定又は
類推できる記載はしないこと。

また、そのうちの１部は表紙及び背表紙に入札に
参加する企業名を記載し、残りの30部は、企業名
を特定又は類推できる記載はしないこと。

12 様式集及び記載要領 様式３－２入札価格内訳書 -
左記以外の経費で、病院機構負担分と東京都福祉
保健局負担分を91：9で按分する経費

13 様式集及び記載要領 様式３－２入札価格内訳書
①施設整備業務費用
SPCの運営経費等（SPCの運営費用及び一般管理費
等）

項目を削除

14 様式集及び記載要領 様式３－２入札価格内訳書 - 病院機構負担分欄及び都負担分欄を追記

15 様式集及び記載要領
様式４－５　基礎審査確認リ
スト（４）－④　施設整備計
画（広尾病院）

NBC NBCR

16 様式集及び記載要領 様式８－１ 施設計画の概要 小計 小計※８

17 様式集及び記載要領 様式８－１ 施設計画の概要
※７　建築基準法第52条の延べ面積の敷地に対す
る割合により算出した割合を記入してください。

※７　建築基準法第52条の延べ面積の敷地に対す
る割合により算出した割合を記入してください。
※８　小計は「①病院施設等」及び「②外構施設
等」を合算した数値を記入してください。

18 様式集及び記載要領 様式８－３ 面積表 - 備考欄を追加

19 様式集及び記載要領 様式８－20g 提案根拠
「要求水準書」の内容を踏まえ、下記に示す施設
整備の提案根拠について具体的に記載してくださ
い。

「要求水準書」の内容を踏まえ、広尾病院、広尾
看護専門学校、職員宿舎棟、立体駐車場に関する
下記の施設整備の提案根拠について具体的に記載
してください。

修正後
項目記号（修正後の項目記号）

No 資料名 タイトル 修正前

1



広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業　入札説明書等修正箇所一覧

頁 数 数 （数） カナ 数 （カナ）
修正後

項目記号（修正後の項目記号）
No 資料名 タイトル 修正前

20 様式集及び記載要領 様式８－20g 提案根拠 （１）段階的整備における平面計画 （１）段階的整備におけるローリング計画

21 様式集及び記載要領 様式９－５ 各階平面図 １枚に１フロアとしてください。
１枚に１フロアとしてください。ただし、事業者
提案によっては１枚に複数階を配置することも可
とします。

22 様式集及び記載要領 様式９－９ 構造計画図 １枚に１フロアとしてください。
１枚に１フロアとしてください。ただし、事業者
提案によっては１枚に複数階を配置することも可
とします。

23 様式集及び記載要領 様式９－９ 構造計画図
新設施設（広尾病院、職員宿舎棟、広尾看護専門
学校）及び立体駐車場それぞれ作成してくださ
い。

新設施設（広尾病院、職員宿舎棟、広尾看護専門
学校）及び立体駐車場を作成してください。

24 様式集及び記載要領
様式９－14 段階的整備計画
図

各ステップごとに６枚程度としてください。
枚数に関しては各ステップごとに事業者にて適宜
設定してください。なお、各ステップの枚数は多
くても６枚程度としてください。

25 様式集及び記載要領
様式９－14 段階的整備計画
図

室名、主要室の壁芯面積（単位：㎡）及び主要な
寸法を記入してください。

主要な室名及び寸法を記入してください。

26 基本協定書（案） 事業契約の締結 第7 １ 次の各号 次の各項

27 基本協定書（案） 秘密保持 第12 (5)
(５) 発注者が情報公開条例に基づき開示を求めら
れた場合

項目を削除

28 事業契約書（案） 施設整備スケジュールの確認 12 第27 １ 次条の施設整備業務工程表 第29条第2項の施設整備業務工程表

29 事業契約書（案） 基本設計 16 第38 ５ 前項の打合せ 第３項の打合せ

30 事業契約書（案） 実施設計 17 第40 ４ 前項の打合せ 第２項の打合せ

31 事業契約書（案）
不可抗力の場合における契約
の 解除の解除

40 第106 解約 解除

32 事業契約書（案） 違約金等 41 第110 １ 解約 解除

33 事業契約書（案） 用語の定義 50
別紙
1

(1) 維持管理業務を担当する者 維持管理・運営業務を担当する者

34 事業契約書（案） 用語の定義 50
別紙
1

(2) 維持管理業務をいう。 維持管理・運営業務をいう。

35 事業契約書（案）
サービス対価Ａ１－４、Ａ２
－４（開設準備支援業務）

76
別紙
6

３ (1) エ

事業者は、サービス対価Ａ１－４について、対象
となる新設病院等、仮設棟等及び既存病院等の開
設準備支援業務を終了した後、当該業務を終了し
た年度の３月末を目途に、当該業務に係る請求書
を発注者に提出する。発注者は請求を受けた日か
ら30日以内に、事業者に対して対価を支払う。
同様に、発注者は、サービス対価Ａ２－４につい
て、対象となる新設看護学校の開設準備支援業務
を終了した後、当該業務を終了した年度の３月末
を目途に、当該業務に係る請求書を発注者に提出
する。発注者は請求を受けた日から30日以内に、
事業者に対して対価を支払う。

事業者は、サービス対価Ａ１－４について、対象
となる新設病院等、仮設棟等及び既存病院等の開
設準備支援業務を終了した後、開設準備業務終了
月が属する各四半期の最終月の翌月（７月・10
月・１月・４月）５営業日までに「四半期報」を
発注者に提出する。発注者は、「四半期報」受領
日から 14 日以内に、事業者に対して 「業務確認
結果」を通知する。事業者は、当該業務を終了し
た年度の３月末（１月から３月までに終了した業
務がある場合のみ、当該通知受領後、速やか
に。）を目途に、当該業務に係る請求書を発注者
に提出する。発注者は請求を受けた日から30日以
内に、事業者に対して対価を支払う。
同様に、事業者は、サービス対価Ａ２－４につい
て、対象となる新設看護学校の開設準備支援業務
を終了した後、開設準備業務終了月が属する各四
半期の最終月の翌月（７月・10 月・１月・４月）
５営業日までに「四半期報」を発注者に提出す
る。発注者は、「四半期報」受領日から 14 日以
内に、事業者に対して 「業務確認結果」を通知す
る。事業者は、当該業務を終了した年度の３月末
（１月から３月までに終了した業務がある場合の
み、当該通知受領後、速やかに。）を目途に、当
該業務に係る請求書を発注者に提出する。発注者
は請求を受けた日から30日以内に、事業者に対し
て対価を支払う。

2



広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業　入札説明書等修正箇所一覧

頁 数 数 （数） カナ 数 （カナ）
修正後

項目記号（修正後の項目記号）
No 資料名 タイトル 修正前

36 事業契約書（案）
調査・対策業務、設計業務及
び着工前業務

77
別紙
6

３ (2) -（欄外脚注）

３　発注者で想定している設計・建設手順にもと
づく支払時期及び対価の支払方法としているが、
詳細は落札者決定後に、事業者の提案内容を踏ま
えて協議の上で決定する予定である。別紙６にお
いては他のサービス対価も同様である。

37 事業契約書（案） 改定の計算方法 83
別紙
7

１ (2) -（欄外脚注）

発注者で想定している設計・建設手順に基づく対
価の改定方法を示しているが、詳細は落札者決定
後に、事業者の提案内容を踏まえて協議の上で決
定する予定である。別紙７においては他のサービ
ス対価も同様である。

38 事業契約書（案） 改定の計算方法 86
別紙
7

１ (3) イ ③　改定の手続き ②　改定の手続き

3


