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はじめに 

東京都（以下、「都」という。）は、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。）について、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図り、民間と行政とのパートナーシップの

下で事業を効率的・効果的に推進するため、「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年法律第 117号。以下、「ＰＦＩ法」という。）に基づき実施することを検討している。 

本事業について、ＰＦＩ法に基づく特定事業の選定を行うに当たり、ＰＦＩ法第５条第１項の規定に基

づき実施方針を策定したので、公表する。 

なお、本書において使用する用語の定義は、別紙１「用語の定義」に定めるところによるものとする。   

 

第１ 広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業について 

 

（１）事業名 

広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業 

 

（２）対象となる公共施設の種類 

本事業の対象となる施設は、下表に示す病院施設、広尾看護専門学校及び附帯施設等※（以下、「病院

施設等」という。） 

※ 附帯施設等は、立体駐車場、回生橋、外構等を指す。 

 

（３）本事業の概要 

ア 広尾病院については、敷地内において現在の診療規模・機能を維持しつつ、既存建物等を解体し

ながら、段階的に建替えを進め新たな広尾病院を整備する。 

 

イ 職員宿舎や広尾看護専門学校については、敷地内に整備する。 

 

ウ 広尾病院、職員宿舎、広尾看護専門学校等において、維持管理・運営業務を実施する。 

 

（４）公共施設の管理者等 

東京都知事 小池 百合子 

病院・施設名 施設規模 延床面積 備考 

広尾病院 入院規模：407床 

外来規模：850人程度/日 

46,200㎡程度  

職員宿舎 職員宿舎：36室 1,900㎡程度 ・患者家族宿泊施設、院内保育室、

病児・病後児保育室を併設 

広尾看護専門

学校 

合計学生数：240名程度 7,500㎡程度 ・病院との渡り廊下を設置 
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（５）事業実施場所 

ア 地名地番 

東京都渋谷区恵比寿二丁目 34番 10号 

イ 敷地面積 

22,171.26㎡ 

 

（６）検討経緯 

ア 広尾病院 

東京都渋谷区にある広尾病院は、都心部唯一の基幹災害拠点病院であり、昭和 55年の開設以降、35 

年以上にわたって都の災害医療体制の中心的な役割を担ってきたが、現在の耐震基準を満たしている

ものの免震構造ではないことや、災害医療の展開に必要となるスペース確保が困難であるなど、大規

模災害時の体制整備が課題となっており、建替えを検討する時期を迎えていた。 

こうした状況を踏まえ、現地建替え、全面改修、移転新築を含めた病院整備の検討を開始し、平成

28年８月に外部有識者や医師会代表者、行政関係者等による、「首都災害医療センター（仮称）基本構

想検討委員会」（ 以下、「委員会」という。）を設置した。委員会では、新設病院の整備にあたり、都

心部における基幹災害拠点病院として今後求められる役割や機能・規模等の検討を重ね、平成 29年７

月に同委員会から報告を受けた。 

この報告等を踏まえ、広尾病院が今後も行政的医療を安定的に提供するとともに、地域医療にも貢

献していくことや、都心部唯一の基幹災害拠点病院として首都災害医療の中核を担っていくなど、新

設病院の基本的な役割や機能に関する都の方針を明らかにした「広尾病院整備基本構想」を平成 29 年

11月に策定した。この基本構想では、広尾病院に隣接する広尾看護専門学校について、現在地におい

て広尾病院と一体的に整備し、地域医療構想の実現に向けて看学職員の需要増に対応していくととも

に、災害時には施設や設備を転用し活用する方針が示された。 

さらに、広尾病院が広尾看護専門学校と共同して、敷地内の建物配置や施設規模、整備スケジュー

ル、整備手法、災害時を想定したハード・ソフト両面からの連携方法等の検討を進め、新設病院の設

計等の指針としていくための「広尾病院整備基本計画」を令和元年 10月に策定した。 

 

イ 広尾看護専門学校 

広尾看護専門学校（以下、「看護学校」という。）の前身は、昭和 24年５月に設置された東京都立第

一高等看護学院であり、都立看護専門学校の中でも、最も長い歴史と伝統を持っており、これまでに

4,000名を超える卒業生を輩出し、看護師養成所の先駆的な役割を担ってきた。 

一方で、現校舎は昭和 46年の竣工以降、48年以上が経過しており、建物の老朽化が顕著になってい

ることに加え、学校運営上必要となる実習室等のスペースが不足するなど、昨今の複雑化・高度化し

た看護業務の技術水準に対応できる育成体制の整備が課題となっている。 

こうした中、看護学校は現地での改築を前提として平成 23年度から 26年度にかけて基本計画及び

基本設計を策定したが、平成 26年度以降、広尾病院が病院整備の検討を開始したことから、看護学校

の改築計画の検討は一旦、休止することとなり、その後、平成 29年 11月に公表した「広尾病院整備
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基本構想」において、広尾病院と看護学校を一体的に整備する方針が決定され、病院との一体的な整

備の方針等を反映させ円滑に設計業務へ移行させるための指針が令和元年の「広尾病院整備基本計

画」や「広尾看護専門学校整備基本計画」において示された。 

 

（７）基本計画の概要 

ア 新設する広尾病院及び広尾看護専門学校の機能強化の方向性 

医療環境の変化に対応し、災害・島しょ・救急医療の拠点として都の医療提供体制の中心的役割

を果たすため、広尾病院と看護学校が平時から連携し、医療水準の向上や医療人材の育成を図って

いく。 

 

イ 新設する広尾病院及び広尾看護専門学校の役割 

 広尾病院 

求められる医療環境の変化や施設の老朽化への対応等の課題を解決し、新設病院として、次の役

割を果たし、地域全体の医療・基幹災害拠点病院機能の充実を図る。 

災害医療機能の強化 

・アプローチ型連携による地域関係機関との連携・協働による地域災害対応力の強化 

・地域災害拠点中核病院等への災害対応ノウハウの普及・啓発 

・災害時ボランティアの育成を通じた減災社会構築への貢献 

・看護学校との連携強化によるキャンパス内災害対応力の向上 

・外国人被災者受入体制の整備 

・平時から首都災害を想定した病院運営の実践 

日常診療体制・機能の重点化 

・災害・島しょ・救急医療について、今後も安定的・継続的に提供できる体制を確保 

・ＩＣＴの活用などによる島しょ医療の基幹病院としての機能強化 

・広尾病院がこれまで培ってきたノウハウ・機能等を「強み」として最大限活かせるよう、効果

的・効率的な総合診療基盤を整備 

地域医療への更なる貢献 

・地域の医療機関や訪問看護ステーション、地域包括支援センター等、関係機関と密接な連携を

推進するとともに、地域医療を支える医療人材の育成支援に貢献 

・地域貢献病床（30 床程度）の整備により地域の要請に対応 

・地域のリハビリテーションサイクル構築への貢献 

・小児科、産婦人科、精神科等、地域から求められる医療を安定的に提供 

持続可能な病院運営の実現 

・基幹災害拠点病院としての役割や行政的医療を、将来にわたり安定的に提供していくため、ス

リムで強靭な病院運営を実現 

・必要な医療機能や患者サービスを維持しながら、地域の医療機関等との連携強化による新規患

者の受入れなどによる収益確保、効果的・効率的な人員配置や設備投資、材料費・委託費をは

じめとするコスト縮減など、収支改善の取組みを実施 
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 広尾看護専門学校 

看護学校は、教育環境の変化への対応や広尾病院・地域との連携、次の機能の充実を図る。 

実践的な技術力を育む看護基礎教育 

・様々な現場の変化に対応できる確実な看護基礎教育と校内実習の強化による実践的な看護技術

の育成 

・他職種連携・協働により、在宅看護など多様な看護技術や看護ニーズに応える能力を育成 

豊かな人間性の育成・看護の心を養う 

・看護に必要な「思いやり」や「優しさ」などの心を育むとともに、チームワークやコミュニケ

ーションなどの能力を育成 

自ら判断し行動できる看護師の育成 

・自ら学ぶ姿勢と力を養うとともに、自ら判断し行動できる看護師を育成 

卒業後の技術支援及び看学職員の復職支援への取組 

・施設や設備を活用し卒業後の研修を行うなど、卒業生をサポートする体制を整備 

・最新の看護知識や技術に対する講習会を実施するなど、リカレント教育支援事業への取組強化 

周辺施設及び地域との連携 

・都立広尾病院との連携に十分配慮し、相互に関わりが持てるような学校づくりの実施 

・ボランティア活動や地域での健康教育活動への参加、学園祭などの行事を通じて地域住民との

コミュニケーションを図り、地域に根ざした教育を行うとともに、体育館などの施設の地域開

放も検討 
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広尾病院整備の視点Ⅰ：災害医療機能の強化 

◆「大都市における災害医療のリーディングホスピタル」として、いつで

も、どのような状況にも即応できる体制を整備する。 

◆施設・人材・組織体制の整備、関係機関との連携・協働、日常的な教育訓

練等により、実践的な災害時オペレーション体制を確立する。 

広尾病院整備の視点Ⅱ：日常診療体制・機能の重点化 

◆災害時はもとより、平時においても行政的医療を確実に提供する。 

◆広尾病院がこれまで培ってきたノウハウ・機能等を「強み」として最大限

に活かせるよう、効果的・効率的な総合診療基盤を整備する。 

広尾病院整備の視点Ⅲ：地域医療への更なる貢献 

◆少子高齢化が進行する中、地域に求められる役割を担い、地域医療機関へ

の支援を強化する。 

◆地域における新たな連携・協働システムの構築をサポートする取組みをモ

デル的に実施し、その取組みを発信する。 

広尾病院整備の視点Ⅳ：持続可能な病院運営の実現 

◆基幹災害拠点病院としての役割や行政的医療を、将来にわたり安定的に提

供していくため、スリムで強靭な病院運営を実現する。 

◆必要な医療機能や患者サービスを維持しながら、効果的・効率的な人的配

置や設備投資を行い、経常コストの縮減を徹底する。 

 

看護学校整備の視点 

◆ 基幹災害拠点病院である広尾病院と連携し、講義だけでなく臨場感あふれ

る災害訓練への参加を通した災害看護を学ぶ。 

◆ 外国人患者が多い広尾病院を通じて、言語の違いや文化の違いに配慮した

対応、異文化を理解する看護を学ぶ。 

ウ 整備基本方針 

広尾病院・看護学校整備に当たっては、基本構想及び基本計画で示したとおり、次の整備基本方

針により取組みを進めていく。 
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エ 整備の手順及び施工に当たっての留意点 

広尾病院は、災害・島しょ・救急医療の拠点として、東京の医療提供体制において重要な役割を

果たしているため、敷地内で日常の診療を継続しながら整備を行う必要がある。そこで、本事業

は、敷地内において既存施設の解体と新施設の整備を行う段階的整備を採用する。看護学校の新校

舎についても、敷地内での段階的整備を採用する。詳細な施工条件等は要求水準書（案）を参照す

ること。 

施工に当たっては、日常の診療にできるだけ支障が生じないよう、また来院者や病院職員等及び

近隣住民の安全に最大限留意し、工事期間中も、敷地内の救急車両・サービス車両・一般車両・歩

行者の動線を適切に確保すること。また、工事期間中に災害が発生した場合でも、基幹災害拠点病

院である広尾病院を核として、地域における医療機関と連携し、傷病者等に対応できるようにする

こと。 

  

（８）事業者が行う業務 

事業者が行う主な業務は、以下を予定している。具体的な業務範囲、業務対象及び業務内容等の詳細

は、要求水準書（案）を参照すること。 

ア サービスプロバイダー業務（事業全体の統括的な業務） 

 統括マネジメント業務 

 委託業務統括業務 

 ファシリティマネジメント業務 

 エネルギーマネジメント業務 

 開設準備支援業務 

 

イ 施設整備業務 

 調査・対策業務 

 設計業務 

 着工前業務 

 工事監理業務 

 建設業務 

 既存施設の解体業務 

 完工後業務 

 医療機器等の調達業務 

 備品等の調達業務 

 移転業務 
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ウ 維持管理業務 

 建築物保守管理業務 

 建築設備保守管理業務 

 医療ガス設備保守管理業務 

 外構保守管理業務 

 修繕業務 

 一部の医療器材・器具の点検・保守業務 

 保安警備業務 

 清掃業務 

 環境衛生管理業務 

 植栽管理業務 

 

エ 運営業務 

 物品・物流管理業務 

 洗濯業務 

 

オ その他業務 

 利便サービス業務 

 

（９）感染症への対応力強化 

感染症拡大時には、感染症に対応する重点医療施設としての患者受入体制を確保することとし、ま

た、以下の取組み等により、感染症対応力を強化し、基幹災害拠点病院としての機能を向上させるこ

と。 

強化する主な内容 

① 全ての病棟、病室に加え日帰り初療室を陰圧化 

② 感染患者の動線分離や専門エレベーター整備によるゾーニング化 

③ 陰圧・陽圧切替え可能な手術室、透析、分娩室等の整備 

④ 会議室、廊下等にも酸素配管を整備 

 

（10）関係法令等の遵守 

事業者は、別紙２「遵守すべき関係法令等」に列挙する法令の他、本事業の実施に当たり必要とされ

る関係法令（法律、政令、省令、条例及び規則）等を遵守するものとする。 

なお、関係法令に基づく許認可等が必要な場合は、事業者の負担によりその許認可等を取得しなけれ

ばならない。 

 

（11）事業方式 

本事業では、新設施設等については、ＰＦＩ法に基づき事業者が施設整備（設計・建設）を行い、そ

の所有権を都に移した後、維持管理・運営において都の求めるサービスを提供するＢＴＯ方式（Build 
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Transfer Operate）により実施する。既存病院等については、改修設計及び改修を行い、都の求めるサ

ービスを提供するＲＯ方式（Rehabilitate Operate）により実施すること。 

 

（12）事業期間 

本事業の事業期間は、事業契約締結日の翌日から令和 25年３月 31日までとする。 

 

（13）事業スケジュール 

項目 引渡し日 供用開始日 

仮設棟 令和７年 12月 31日 令和８年３月１日 

新設病院西側 令和 10年４月 30日 令和 10年８月１日 

新設病院東側（新設病院グランドオープン） 令和 13年１月 31日 令和 13年５月１日 

新設看護学校 令和 14年 10月 31日 令和 15年４月１日 

本事業の事業スケジュールとして、主な施設の引渡し日及び供用開始日は上表に記載した日を予定し

ているが、より前倒しで整備できる提案を事業者に求める。 

 

（14）事業期間終了時の措置 

都は、事業期間の終了時、病院施設等が良好な状態で保たれていることを確認し、維持管理・運営業

務等を事業者から引き継ぐ。詳細は、要求水準書（案）を参照すること。 

 

（15）実施方針の変更 

実施方針の公表後から特定事業の選定までの間において、都は、民間事業者からの意見を踏まえ実施

方針を見直し、変更することがある。変更した場合は、都ホームページにおいて、その内容を速やかに

公表する。 

 

 

第２ 特定事業の選定に関する事項 

 本事業について特定事業の選定を行う場合は、以下の考え方及び手順に従うこととする。 

 

 

都は本事業について、財政負担の縮減やサービス水準の向上等が見込まれ、都としてＰＦＩ事業を実

施することが適切と判断した場合には、ＰＦＩ法第７条に基づく特定事業として選定する。 

① 財政負担の縮減 

事業期間中における財政負担について、病院施設等の施設整備及び維持管理・運営業務等に対す

る対価の支払いの観点から定量的評価（ＶＦＭ（Value For Money）の算定）を行い、その結果とし

て財政負担の縮減が見込めること。 
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② 整備期間の短縮 

設計・施工等を包括的に契約することにより、整備期間の短縮が見込めること。 

③ サービス水準の向上 

事業期間中における公共サービス水準について定性的評価を行い、その結果としてサービス水準

の向上が見込めること。 

 

 

次の手順により客観的評価を行う。 

① コスト算出による定量的評価 

② ＰＦＩ事業として実施することの定性的評価 

③ 事業者に移転されるリスクの評価 

④ ①から③までに掲げる事項の総合的評価 

    

 

前項の手順に基づき本事業を特定事業に選定した場合は、ＶＦＭ等の評価結果を明らかにした上で、

都のホームページにより公表する。 

また、客観的評価の結果、特定事業の選定を行わないこととしたときも、同様に公表する。 

 

 

第３ 事業者の募集及び選定に関する事項 

本事業は広尾病院と看護学校の一体的事業であるところから、事業者の募集に当たっては、東京都病

院経営本部及び東京都福祉保健局が連携して行う。 

本事業の募集は、入札説明書等に規定する要求水準が満たされることを前提とし、以下の考え方及び

手順に従い事業者を選定する。 

 

 

（１）事業者に求めるもの 

本事業では、事業者に対して、以下の事項を求める。詳細は要求水準書（案）に示す。 

・施設整備段階から維持管理・運営段階まで、ＰＦＩ事業全体を統括してライフサイクルコストの最小

化を図るとともに、各業務において事業者の有する幅広い能力・ノウハウを発揮することで、効率

的・効果的かつ安定的・継続的なサービスの提供を行うこと。 

・工事期間中においても、設計・建設、維持管理・運営業務を包括し、シームレスに事業を進めていく

ことで、騒音や振動等が発生する中でも、既存病院の運営等への影響を可能な限り最小化すること。 

・社会状況及び医療環境の変化に対して、広尾病院、看護学校及び事業者が協働して柔軟に対応するこ

とで、各業務を確実かつ安定的に実施すること。 
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（２）事業者の選定方法 

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。詳細は、入札説明書等で公表する。 

 

 

（１）スケジュール 

本事業を特定事業として実施する場合、事業者の募集及び選定スケジュールは、以下を予定してい

る。詳細は、入札説明書等で公表する。 

 

スケジュール 事業プロセス 

令和３年12月20日（月） 実施方針及び要求水準書（案）（以下、「実施方針等」）という。）の公表 

令和４年１月24日（月） 実施方針等に関する質問・意見等の受付締切 

令和４年１月24日（月） 事業スケジュール（段階的整備）に関する意見交換会への申込受付 

令和４年２月上旬 事業スケジュール（段階的整備）に関する意見交換会の実施 

令和４年３月下旬 実施方針等に関する質問・意見等への回答の公表 

令和４年６月 特定事業の選定 

令和４年７月 入札公告 

令和４年７月 病院見学会申込書の受付 

令和４年７月 入札説明書等に関する質問の受付（入札手続きに関する事項） 

令和４年８月 入札説明書等に関する回答の公表（入札手続きに関する事項） 

令和４年８月 入札参加申請書類の受付・対話申込書の受付（参加希望の受付） 

令和４年８月 入札説明書等に関する質問・意見等の受付（第１回） 

令和４年８月 病院見学会の実施 

令和４年９月 入札参加資格の確認・審査及び確認結果の通知 

令和４年９月 入札説明書等に関する質問・意見等への回答の公表（第１回） 

令和４年10月 対話申込書の受付（対話内容に関する受付） 

令和４年10月 対話の実施・結果の公表 

令和４年11月 入札説明書等に関する質問・意見等の受付（第２回） 

令和４年12月 入札説明書等に関する質問・意見等への回答の公表（第２回） 

令和４年12月 入札提案書類の受付 

令和５年２月 提案書の審査（ヒアリングの実施） 

令和５年２月 落札者の決定及び公表 

令和５年３月 基本協定の締結 

令和５年４月 事業契約の締結 

事業契約締結後 設計・建設等の後、順次供用開始 

令和25年３月 事業期間終了 
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（２）各事業プロセスについて 

ア 要求水準書（案）に係る参考資料及び付属資料の提供（実施方針策定時点） 

都は、実施方針策定時点における要求水準書（案）の参考資料及び付属資料のうち、公表してい

ない資料について、本事業への参加を希望する事業者のうち資料の提供を希望する者に対して、提

供する。 

提供を希望する者は、「守秘義務の遵守に関する誓約書」（様式１）を、名刺（ＰＤＦ等電子化し

たもの）と併せて、令和４年１月５日（水曜日）午後５時までに、本事業の事務局（第９の４に記

載。以下同じ。）宛に、原則電子メールで提出すること。この際、電子メールのタイトル（件名）

は、「【広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業】参考資料及び付属資料の提供希望」とするこ

と。 

なお、特段の事情があると都が認める場合に限り、郵便で提出することを認める。この場合、令

和４年１月４日（火曜日）必着とする。 

 

イ 実施方針等に関する質問・意見等の受付及び回答の公表 

都は、以下のとおり、実施方針等に関する質問・意見等を募集する。 

 質問・意見等の提出方法 

実施方針等に関する質問については「実施方針等に関する質問書」（様式２）に、意見について

は「実施方針等に関する意見書」（様式３）に、それぞれ質問・意見等の内容を分かりやすく簡潔

に記入し、本事業の事務局宛てに、原則電子メールで提出すること。 

この際、電子メールのタイトル（件名）は、「【広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業】実

施方針等に関する質問・意見等」とすること。 

なお、特段の事情があると都が認める場合に限り、郵便で提出することを認める。この場合、

質問・意見等を記入した様式２又は３を印刷したものに加え、各データを格納したＣＤ－Ｒ等の

電磁記録媒体を同封すること。 

 

 受付期間 

令和３年 12月 20日（月曜日）の公表から令和４年１月 24日（月曜日）17時まで 

なお、郵送による場合は、令和４年１月 21日（金曜日）必着とする。 

 

 質問に対する回答の公表 

提出された質問に対する回答は、質問者を特定できないように配慮した上で、令和４年３月下

旬に、都のホームページにより公表する。 

 

 意見等の取扱い 

都は、提出された意見等に対する回答は行わない。ただし、都が必要と判断した場合は、提出

された意見等に関してヒアリングを行う場合がある。 
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ウ 事業スケジュール（段階的整備）に関する意見交換会の実施 

本事業は敷地内で日常の診療を継続しながら整備を行うことに加え、要求水準書（案）に提示し

た様々な設計・建設条件を踏まえて事業を実現する必要があり、事業スケジュール（段階的整備）

についても様々な考え方が候補になると考えている。 

このため、事業スケジュール（段階的整備）に関して事業者の意見を聴取し、必要に応じて入札

説明書や要求水準書等に反映することを目的とする意見交換会の場を設ける。 

なお、事業スケジュール（段階的整備）以外の議題についての意見交換は予定していない。 

 

議題：事業スケジュール（段階的整備）の考え方や要望等 

・参加者は事業スケジュール（段階的整備）の考え方について、確認や意見交換を行うことがで

きる。都は事業者からの具体的な事業スケジュール（段階的整備）の考え方や事業者からの提

案に関する採用メリット等を聴取できることを期待している。 

 

意見交換に当たっての詳細は以下のとおりとする。 

 日時等 

令和４年２月上旬（予定）：１社・グループあたり 60 分前後を上限時間として実施する予定。

詳細は参加者に配布する実施要領の中で示す。 

 

 参加者 

設計業務又は建設業務を行う者として本事業の入札参加者となることを検討している事業者の

うち、実施方針に関する質問・意見を提出した者を対象とする。グループ（複数の者）で申し込

むことも可とするが、同一の者が複数回参加することは不可とする。グループで申し込む場合、

参加条件を満たす事業者を１者以上含むことを条件とする。 

 なお、参加人数はグループで申し込む場合も１者のみで申し込む場合でも、５名を上限とする

こと。 

 

 申込み方法 

参加を希望する者は、「事業スケジュール（段階的整備）に関する意見交換会参加申込書」（様

式４）及び「事業スケジュール（段階的整備）に関する意見交換会の確認事項」（様式５）を、令

和４年１月 24 日（月曜日）正午までに、本事業の事務局宛てに、原則電子メールで提出するこ

と。この際、電子メールのタイトル（件名）は、「【広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業】

事業スケジュール（段階的整備）意見交換会申込書」とすること。 

なお、特段の事情があると都が認める場合に限り、郵便で提出することを認める。この場合、

必要事項を記入した様式４及び５を印刷したものに加え、各データを格納したＣＤ－Ｒ等の電磁

記録媒体を同封すること。また、郵送による場合は、令和４年１月 21日（金曜日）必着とする。 
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 その他 

・意見交換会の内容について、事業スケジュール（段階的整備）の考え方は入札公告時までに必

要に応じて関連資料に反映する予定であり、結果の公表は予定していない。 

・意見交換会に参加しない者が入札に参加することは妨げない。 

 

エ 特定事業の選定の公表 

都は、実施方針等に関する質問・意見等を踏まえ、「第２ 特定事業の選定に関する事項」に基づ

き、本事業をＰＦＩ事業として実施することが適切かどうかを客観的に評価する。客観的評価の結

果、ＰＦＩ事業として実施することが適切であると判断した場合は、本事業を特定事業として選定

し、その客観的評価の結果と併せて公表する。なお、客観的評価の結果、特定事業の選定を行わな

いこととした場合は、その旨を公表する。 

以下、「オ」から「セ」までは、本事業を特定事業として選定した場合の主な事業プロセスであ

る。 

 

オ 入札公告 

都は、実施方針等に関する質問・意見等を踏まえ、入札説明書等（入札説明書、要求水準書、落

札者決定基準、様式集、基本協定書（案）、事業契約書（案）等）を公表する。 

 

カ 入札説明書等に関する質問・意見等の受付・回答の公表 

都は、入札説明書等に関する質問・意見等を受け付け、質問に対する回答を行う。なお、詳細

は、入札説明書で示す。 

 

キ 入札参加申請書類及び守秘義務誓約書の受付 

都は、代表企業として本事業の入札に参加することを予定している事業者に対して、代表企業と

して入札に参加する旨を記した入札参加申請書及び守秘義務誓約書の提出を求める。都は、これら

を提出した事業者に対し、入札提案書類を作成する上で参考となる資料を提供する。なお、詳細

は、入札説明書で示す。 

 

ク 病院見学会の実施 

都は、入札参加者を対象として病院見学会の実施を予定している。なお、詳細は入札説明書で示

す。 

 

ケ 入札参加資格の確認・審査及び確認結果の通知 

都は、入札参加者（「第３の３ 入札参加者の構成」で規定。以下同じ。）に対して、入札参加資

格の確認に必要な書類の提出を求め、入札参加者が入札参加資格要件（「第３の４ 入札参加者の入

札参加資格要件」で規定。以下同じ。）を満たしているかどうかを確認する。確認の結果は、入札参

加者の代表企業に通知する。なお、詳細は入札説明書で示す。 
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コ 対話の実施・結果の公表 

都は、入札参加者を対象として対話の実施及び結果の公表を予定している。なお、詳細は入札説

明書で示す。 

 

サ 入札提案書類の受付及びヒアリング・審査 

都は、入札参加者から、具体的な業務の実施方法やサービス対価の額等について提案を受け、そ

の内容を審査する。審査は、書面による他、ヒアリングを通じて実施する。なお、詳細は入札公告

時に示す。 

 

シ 落札者の決定及び公表 

都は、入札提案書類の審査により落札者を決定し、入札参加者の代表企業に通知する。なお、審

査結果は、ＰＦＩ法に基づき、都のホームページにより公表する。 

 

ス 基本協定の締結 

都は、入札説明書等及び入札提案書類に基づき、落札者とＰＦＩ事業に関する基本協定を締結す

る。落札者は基本協定に従い、ＰＦＩを実施する事業者となるＳＰＣ（特別目的会社：会社法に定

める株式会社）を東京都内に設立するものとする。 

 

セ 事業契約の締結 

都は、事業者と事業契約を締結する。 

 

 

（１）入札参加者の定義 

入札参加者は、設計業務を行う者、建設業務を行う者、工事監理業務を行う者、解体業務を行う者及

び維持管理・運営業務を行う者を含むグループであること。なお、入札参加者のうち、事業者に出資を

予定している者を「構成企業」とし、事業者に出資を予定していない者で事業者から直接業務を受託し

又は請け負うことを予定している者を「協力企業」とする。 

 

（２）代表企業、構成企業及び協力企業の構成 

入札参加者は、入札参加資格の確認に必要な書類の提出時に構成企業及び協力企業のそれぞれの役割

を明らかにすること。また、構成企業の中から代表企業を定め、代表企業が入札参加資格の確認に必要

な書類の提出及び入札手続を行うこと。 

 

（３）出資の条件 

構成企業による出資比率の合計は全体の 50％を超えるものとし、代表企業の出資比率は出資者中最大

とすること。なお、構成企業以外の者が事業者の出資者となることは可能であるが、事業期間全体にわ

たって、当該出資者による出資比率は出資額全体の 50％を超えてはならない。 
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また、原則として全ての出資者は事業契約が終了するまでＳＰＣの株式を保有するものとし、事前に

書面で都の承諾を得ている場合を除き、譲渡や担保権の設定その他一切の処分を行ってはならない。 

 

（４）建設業務と工事監理業務の兼務禁止 

建設業務及び工事監理業務については、同一の者又は資本面若しくは人事面において双方と関連のあ

る者が兼ねてはならない。ここでいう「資本面若しくは人事面において関連がある者」（以下、「関連会

社」という。）とは、以下のとおりとする。 

 

ア 資本面において関係のある者 

次のいずれかに該当する二者の場合をいう。 

① 会社法（平成 17年７月法律第 86号）第２条第４号の２に規定する親会社等（以下、「親会社

等」という。）と第３号の２に規定する子会社等（以下、「子会社等」という。）の関係にある場

合 

② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

ただし、①及び②については、子会社等又は子会社等の一方が民事再生法（平成 11年法律第

225号）第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等（以下、「再生手続が存続中の会社

等」という。）又は会社更生法（平成 14年法律第 154号）第２条第７項に規定する更生会社

（以下、「更生会社」という。））であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められる場合

は除く。 

 

イ 人事面において関係のある者 

次のいずれかに該当する二者の場合をいう。ただし、次の①については、会社等の一方が再生手

続が存続中の会社等又は更生会社である場合を除く。 

① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

② 一方の会社等の役員又は会社更生法第 67条第１項又は民事再生法第 64条第２項の規定により

選任された管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

 

（５）複数提案の禁止 

入札参加者の構成企業及びこれらの企業と資本面若しくは人事面において関連のある者は、他の入札

参加者の構成企業及び協力企業になることはできない。 

また、入札参加者の協力企業のうち、設計業務を行う者、建設業務を行う者、工事監理業務を行う

者、解体業務を行う者及びこれらの関連会社は、他の入札参加者の構成企業又は協力企業になることは

できない。 

 

（６）入札参加者を構成する者の変更について 

入札参加申請書類の提出から事業契約の締結に至るまで、入札参加者の構成企業または協力企業の変

更は認めない。ただし、特段の事情があると都が認める場合はこの限りではない。 
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入札参加者の構成企業及び協力企業は、次の入札参加資格要件を満たすこと。 

（１）共通 

・「地方自治法施行令」（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しないこと。 

・ＰＦＩ法第９条の各号のいずれにも該当しない者であること。 

・「東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱」（平成 18年４月１日付 17財経総第 1543号）に基

づく指名停止期間中の者でないこと。 

・経営不振の状態（「会社更生法」第 17条第１項に基づき更生手続開始の申立てがなされたとき、「民事

再生法」第 21条第１項に基づき再生手続開始の申立てがなされたとき又は手形若しくは小切手が不渡

りになったとき等。ただし、都が経営不振の状態を脱したと認める場合は除く。）にないこと。 

・「東京都契約関係暴力団等対策措置要綱」（昭和 62年１月 14日付 61財経庶第 922号）第５条第１項に

基づく排除措置期間中の者でないこと。 

・「地方自治法」（昭和 22年法律第 67号）第 92条の２及び第 180条の５に該当する者でないこと。 

・都と本事業に関するアドバイザリー業務委託契約を締結した者（当該企業からの再委託により当該ア

ドバイザリー業務に関する業務を行う企業を含む。）及びその関連会社でないこと。なお、本事業に係

るアドバイザリー業務委託契約を締結した企業は、みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社、当該

企業からの再委託により当該アドバイザリー業務に関する業務を行う企業は、株式会社システム環境

研究所、株式会社大建設計及び西村あさひ法律事務所である。 

・審査委員会委員及び委員が属する企業、団体又はこれらの関連会社でないこと。 

 

（２）代表企業 

代表企業は、上記（１）の要件の他に、令和３・４年度東京都建設工事等競争入札参加資格有資格者

又は令和３・４年度東京都物品買入れ等競争入札参加資格有資格者のいずれかであること。 

 

（３）業務別資格要件 

設計業務を行う者、建設業務を行う者、工事監理業務を行う者、解体業務を行う者及び維持管理・運

営業務を行う者は、上記（１）の要件の他に、それぞれ以下の資格要件を満たすこと。 

ア 設計業務 

設計業務を行う者は、以下の資格要件を全て満たすこと。なお、設計業務を行う者が複数いる場

合は、少なくとも１者は以下の全ての要件を満たし、他の者は①及び②の要件を満たすこと。 

① 令和３・４年度東京都建設工事等競争入札参加資格有資格者であること。 

② 「建築士法」（昭和 25年法律第 202号）第 23条第１項の規定により、一級建築士事務所の登録

を受けた者であること。 

③ 平成 24年４月１日から入札参加申請書類の提出日までの間に設計が完了する（あるいは完了し

た）一般病床 400床以上の免震構造の病院の設計実績を元請として、完了する（あるいは完了

した）実績を有すること。 
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イ 建設業務 

建設業務（回生橋の改修を除く）を行う者は、以下の資格要件を全て満たすこと。なお、建設業

務を行う者が複数いる場合は、少なくとも１者は以下の全ての要件を満たし、他の者は①及び②の

要件を満たすこと。 

① 令和３・４年度東京都建設工事等競争入札参加資格有資格者で、業種 07の建築工事に登録され

ていること。 

② 「建設業法」（昭和 24年法律第 100号）第３条の規定による特定建設業の許可を受けているこ

と。 

③ 建設業法第 27条の 23第１項に定める経営事項審査において、直近かつ有効な建築一式工事の

総合評定値が 1,200点以上であること。 

④ 平成 24年４月１日から入札参加申請書類の提出日までの間に完成する（あるいは完了した）、

一般病床 400床以上の免震構造の病院の新築又は改築の施工を元請として、施工完了する（あ

るいは完了した）実績を有すること。なお、その施工実績が共同企業体案件の場合は、当該共

同企業体の構成員の中で最大の出資比率を有する者であること。 

 

ウ 工事監理業務 

工事監理業務を行う者は、以下の資格要件を全て満たすこと。なお、工事監理業務を行う者が複

数いる場合は、少なくとも１者は以下の全ての要件を満たし、他の者は①及び②の要件を満たすこ

と。 

① 令和３・４年度東京都建設工事等競争入札参加資格有資格者であること。 

② 「建築士法」第 23条第１項の規定により、一級建築士事務所の登録を受けた者であること。 

③ 平成 24年４月１日から入札参加申請書類の提出日までの間に工事監理が完了する（あるいは完

了した）一般病床 400床以上の免震構造の病院の工事監理業務を元請として、完了する（ある

いは完了した）実績を有すること。 

 

エ 解体業務 

解体業務を行う者は、以下の資格要件を全て満たすこと。 

① 令和３・４年度東京都建設工事等競争入札参加資格有資格者で、業種 3101の解体工事に登録さ

れていること。 

② 「建設業法」（昭和 24年法律第 100号）第３条の規定による特定建設業の許可を受けているこ

と。 

 

オ 維持管理・運営業務  

維持管理・運営業務の各業務を行う者は、①の要件を満たすこと。 

なお、維持管理・運営業務を行う者のうち、建築物保守管理・建築設備保守管理業務を行う者

は、①に加え②の要件も満たすこと。また、建築物保守管理・建築設備保守管理業務を行う者が複

数いる場合は、少なくとも１者は以下の全ての要件を満たし、他の者は①の要件を満たすこと。 

① 令和３・４年度東京都物品買入れ等競争入札参加資格有資格者であること。 
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② 平成 29年４月１日から入札参加申請書類の提出日までの継続した１年以上を業務期間とする一

般病床 400床以上の病院の維持管理業務のうち建築物の保守管理業務及び建築設備の保守管理

業務を主契約者として受注していること。  

 

第４ 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

 

事業者は、自らの業務範囲について、入札説明書等に規定する病院施設等の機能（性能要件）を十分

満たす水準のサービスを提供することを可能とするよう、業務を行うこととする。事業者が提供するサ

ービスの水準は、原則として入札説明書等公表時の要求水準書に規定するが、事業者との意見交換等の

ため現時点の要求水準書（案）を示す。 

 

 

（１）責任分担の考え方 

本事業における責任分担は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関す

る基本方針」（平成 30年 10月 23日閣議決定）に示されている「想定されるリスクをできる限り明確化

した上で、リスクを最もよく管理することができる者が当該リスクを分担する」との考え方に基づくも

のとする。 

 

（２）想定されるリスクと責任分担 

都と事業者のリスク分担の概要は、別紙３「リスク分担表（案）」のとおりとし、詳細は入札公告時に

示す。 

 

 

（１）モニタリングの目的 

都は、事業者が提供するサービスの水準が都の定める要求水準を満たしているかどうかを確認し、事

業契約書で定められる業務の確実な履行を確保するため、事業者の業務実施状況について、定期的又は

随時にモニタリングを行う。 

 

（２）モニタリング後の措置 

モニタリングの結果、事業者が提供するサービスの水準が都の定める要求水準を満たしていない場合

又は事業契約で定める契約条件等に違反している場合等は、都は事業者に対して支払額の減額又は是正

勧告等を行い、一定期間内に是正策を提出・実行するよう求めることができる。当該期間内に是正が認

められない場合、都は事業契約を解除する場合がある。詳細は事業契約書に規定する。 

 

（３）事業期間中におけるモニタリング 

都が実施するモニタリングは、事業者が実施する業務の特性及び実施時期等を踏まえ、「サービスプロ

バイダーモニタリング」、「施設整備モニタリング」及び「維持管理・運営モニタリング」の３つの観点

から実施する。なお、モニタリングの内容や方法等の詳細については、事業契約書に規定する。 



19 

 

 

ア サービスプロバイダーモニタリング 

事業者は、事業契約書等に規定した方法に従って、業務の実施状況等を都に報告し、確認を受け

る。 

 

イ 施設整備モニタリング 

 設計時 

事業者は、都に対して、設計内容について定期的に報告をし、設計完了時には指定された設計

図書を提出する等、事業者が行った設計が都の要求水準に適合するかどうかについて、都の確認

を受ける。 

 

 工事施工時 

事業者は、都に対して、工事の施工状況について定期的に報告を行い、都に提出した工程表の

とおりに工事が施工されているかどうかについて、都の確認を受ける。また、都は、事業者に対

して、工事の施工に関する事前説明及び事後報告並びに工事現場での施工状況の確認を、必要に

応じて求めることができる。 

 

 工事完成時 

事業者は、施工記録等を用意して、工事現場で都の確認を受ける。 

 

ウ 維持管理・運営モニタリング 

事業者は、事業契約書等に規定した方法に従って、業務の実施状況等を都に報告し、確認を受け

る。 

 

（４）事業期間満了時の措置 

都は、事業期間満了後も事業の継続実施を考えている。そのため、都は事業期間満了時に、病院施設

等の状態が都の求める性能要件を満たしている状態であることを事業者に求めることとしており、事業

者は、当該要件を満たしている状態であるかどうかについて、都の確認を受けなければならない。 

  

 

都は、事業者がサービスの提供に要する対価を事業者に支払う。このうち、施設整備業務に要する費

用については、業務の進捗に応じて、年度ごとに事業者に支払う。 

ただし、都が実施するモニタリングの結果、事業者が提供するサービスの水準が都の定める要求水準

を満たしていない場合又は事業者が提案したサービスを提供していない場合等には、都は事業契約書の

規定に従ってサービス対価を減額する等の措置を講じることができる。詳細については、事業契約書に

規定する。 
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第５ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

 

施設の立地に関する基本的な条件は下表のとおりである。詳細については、施設整備業務の要求水準

書（案）を参照すること。 

 

a.敷地住所 東京都渋谷区恵比寿二丁目 34番 10号 

b.敷地面積 22,171.26 ㎡ 

c.地域・地区 第一種住居地域 

（18,202.66㎡） 

第二種住居地域 

(3,968.6㎡) 

d.容積率・建蔽率 300％・60％ 400％・60％ 

e.防火地域 準防火地域 防火地域 

f.高度地区 30ｍ第三種高度地区 40ｍ高度地区 

g.日影規制 ５ｈ－３ｈ/４ｍ 規制なし 

h.前面道路 ・幅員 

 東側道路（外苑西通り）：22ｍ（法 42 条１項１号道路） 

※計画道路幅員 25ｍ 

 西側道路：4.02 ｍから 5.66ｍ 

・敷地と接している長さ：123.5ｍ（CAD における測定） 

i.緑化面積 ・渋谷区条例（国及び地方公共団体等で敷地面積 1,000㎡以上） 

・地上部必要面積 約 5,500㎡以上 

j.その他 ・東京都駐車場条例 

・渋谷区集合住宅駐車施設付置要綱（職務住宅） 

 

 

事業者は、事業予定地内の土地について、本事業の実施に必要な範囲内において、あらかじめ都と協

議を行った上で、無償で使用することができる。 

 

 

病院施設等の規模や配置、施設、構造に係る要件等については、要求水準書（案）を参照すること。 

 

第６ 事業計画又は協定等の解釈について疑義が生じた場合における措置に関す
る事項 

事業契約及び事業契約に附帯する事業計画の解釈について疑義が生じた場合、都と事業者は、事業契

約に定められる手続に従い、誠意をもって協議することとする。協議が整わない場合は、事業契約等に

規定する具体的措置に従うものとする。また、契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審

の専属管轄裁判所とする。 
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第７ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

事業の継続が困難となった場合の措置については、解約事由や損害賠償額の算定等を事業契約書に規

定するが､基本的な考え方は、以下のとおりである。 

 

 

① 事業者の責に帰すべき事由により本事業の実施に重大な支障を及ぼす債務不履行が発生した場合

は、都は事業者に対し、その旨明記した書面により相当な期間を定めて事前に通知を行った上

で、事業契約を解除することができる。 

② 上記①の場合、事業者は、都に対して事業契約書で定めた損害賠償を行う。 

③ また、上記①の場合、事業者は、その対価が確保される限りにおいて、都の要求に応じ、次の事

業者が選定され本事業における業務が当該事業者に引き継がれるまで、当該業務の全部又は一部

が中断又は停滞しないような実施体制を構築し、これを維持しなければならない。 

 

 

① 都の責に帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、事業者は、事

業契約を解除することができる。 

② 上記①の場合、都は、事業者に対して事業契約書で定めた損害賠償を行う。 

 

 

法令変更又は不可抗力により、事業の継続が不可能となった場合又は事業契約の履行のために多大な

費用を要する場合は、事業契約書で定めるそれぞれの規定に従い、都及び事業者は契約を解除すること

ができる。 

 

第８ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

 

都は、本事業に関して、事業者に対する法制上及び税制上の措置等は想定していない。 

 

 

都は、本事業に関して、事業者に対する補助、出資及び債務保証等の支援は行わない。 

 

 

都は、事業実施に必要な許認可等に関し、必要に応じて協力する。また、法改正等により、その他の

支援策等が適用される可能性がある場合には、都と事業者で協議を行い、対応策を検討する。 
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第９ その他特定事業の実施に関し必要な事項 

 

都立病院は、令和３年 10月に東京都議会令和３年第三回定例会において「地方独立行政法人東京都立

病院機構定款について」の議決を受けたことにより、令和４年７月１日に地方独立行政法人に移行する

見込みである。 

このため、本事業における入札手続き等は看護学校部分も含め、地方独立行政法人「東京都立病院機

構」が実施する予定である。なお、看護学校部分にかかる費用は東京都が負担する予定だが、負担方法

等は入札公告以降に示す。 

また、本事業の実施に必要な都立病院部分の資産は、都が定める範囲で「東京都立病院機構」が継承

する予定である。 

 

 

情報提供は、適宜、都のホームページで行う。 

 

 

入札参加に係る費用については、全て入札参加者の負担とする。 

  

 

東京都 病院経営本部 経営企画部 総務課 （計画調整担当） 

〒163−8001 新宿区西新宿二丁目８番１号 東京都庁第一本庁舎 24階南側 

電話：03-5320-5855（直通） 

03-5321-1111（代表）（内線 50-129） 

電子メールアドレス：hiroo-jissi(at)section.metro.tokyo.jp 

※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送

信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。 

東京都病院経営本部ホームページＵＲＬ：https://www.byouin.metro.tokyo.lg.jp/ 

 

  



 

 

[別紙１] 

用語の定義 

 

１.用語一覧 

 実施方針等の中で使用する用語については、下記のとおり定義する。なお、施設名称については「２．

施設名称について」に記載のとおりとする。 

用語 定義 

実施方針等 実施方針の公表の際に都が公表する書類一式。具体的には、実施方針及び要求水準

書（案）をいう。 

入札説明書等 公募の際に都が公表する書類一式。具体的には、入札説明書、要求水準書、落札者

決定基準、事業契約書（案）、基本協定書（案）及び様式集等をいう。 

基本計画 令和元年（2019年）10月に策定された「広尾病院整備基本計画」。 

都ホームページ 本事業に関する東京都病院経営本部のホームページ。ホームページアドレスは、実

施方針「第９の４ 本事業の事務局」に示す。 

都 東京都及び本事業の対象となる広尾病院及び広尾看護専門学校。 

審査委員会 本事業において、総合評価一般競争入札により事業者を決定するに当たり設置する

技術審査委員会。主に学識経験者等で構成され、専門的かつ中立・公正な立場で、

落札者決定基準の決定や提案書の審査・評価等を行う。 

ＷＴＯ政府調達協

定 

平成６年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定及び平成24年３月

30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正

された協定。 

入札参加者 本事業を実施するために必要な能力を備えた、設計業務を行う者、建設業務を行う

者、工事監理業務を行う者、解体業務を行う者、維持管理・運営業務を行う者を含

むグループ。 

代表企業 構成企業の中で入札参加者を代表して応募手続を行い、都との対応窓口となる者。 

構成企業 入札参加者のうち、事業者への出資を予定している者。 

協力企業 入札参加者のうち、事業者への出資を予定しておらず、事業者から直接業務を受託

する又は請け負うことを予定している者。 

提案審査書類 入札参加資格審査において、入札参加資格があると認められた入札参加者が入札説

明書等に基づき作成し、期限内に都へ提出する提案に関する書類及び図書。  

落札者 審査委員会の審査結果を受けて、事業契約の締結を予定する者として都が決定した

者。 

事業者 本事業の実施に際して都と事業契約を締結し、事業を実施する特別目的会社。 

本施設 本事業において事業者が設計・建設等を行う全ての施設及び設備。これを、本事業

における公共施設等として位置付ける。 

看護学校渡り廊下 新設病院と新設看護専門学校の間の渡り廊下。 

仮設棟渡り廊下 新設病院と仮設棟の間の渡り廊下及び既存病院と仮設棟の間の渡り廊下。 



 

 

用語 定義 

新設病院等 新設病院熱源・機械棟、新設病院、新設職員宿舎、新設の外構等、ドクターカー車

庫、マニホールド棟、立体駐車場、看護専門学校渡り廊下。なお、別途資料内で定

義されている場合はそちらに従うこと。 

仮設棟等 仮設棟及び仮設棟渡り廊下。 

外構等 駐車場や駐輪場、構内道路、連絡通路、門扉、囲障、よう壁、植栽・緑地、サイン

（掲示板、案内板等）、排水施設（雨水流出抑制施設を含む。）、消防利水、国旗掲揚

台等。 

来院者 広尾病院の患者、患者家族及び見舞客等。 

利用者 来院者に加え、病院職員も含む全ての広尾病院利用者。 

看学職員 広尾看護専門学校の職員。 

看護学生 広尾看護専門学校の学生。 

ＰＦＩ法/ＰＦＩ事

業 

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 年法律

第 117号）。ＰＦＩ法に基づく事業をＰＦＩ事業という。 

サービス対価 本事業に係るサービスの対価として都が事業者に対して支払う料金。 

基幹災害拠点病院 災害医療に関して都道府県の中心的な役割を果たす災害拠点病院。指定要件とし

て① 複数のＤＭＡＴを保有していること。② 救命救急センターであること。③ 

災害医療の研修に必要な研修室を有すること。④ 病院機能を維持するために必要

な全ての施設が耐震構造を有すること。⑤ 病院敷地内にヘリコプターの離着陸場

を有すること。と定められている。 

※災害拠点病院 

都の区域内及び近隣県等で災害が発生し、通常の医療体制では被災者に対する

医療の確保が困難となった場合に、東京都知事の要請により傷病者の受入及び医

療救護班の派遣等の必要な医療救護活動を行う、災害時の拠点病院。 

運転・監視 設備機器等を稼働させ、その状況を監視及び制御すること。 

点検 関係法令の定めにより法定点検を実施すること並びに建築物等の機能及び劣化等

の状態を一つひとつ調べること。機能に異常又は劣化がある場合、必要に応じた

応急措置を判断することを含む。また、検査報告書の作成や法定点検並びに付随

する手続及び届出等（これらに係る費用を含む。）を含む。 

保守 建築物等の必要とする性能及び機能を維持する目的で行う、消耗品又は材料の取

替や注油、汚れ等の除去、部品の調整等の周期的・継続的に行う軽微な作業のこ

と。 

修繕 劣化した部位・部材並びに機器の性能及び機能を、原状又は実用上支障のない状

態まで回復させること、並びに劣化した部位・部材や機器等を新しいものに取り

替えること。 



 

 

用語 定義 

劣化 物理的、化学的及び生物的要因により、ものの性能が低下すること。ただし、大

規模な地震や火災等の災害によるものを除く。 

清掃 汚れを除去又は予防することにより仕上材を保護し、快適な環境を保つための作

業のこと。 

日常清掃 日単位から週単位で定期的に行う清掃業務（施設内外の床掃除、ちり払い、手摺

清掃、ゴミ等の処理、衛生消耗品の補充、衛生陶器洗浄、汚物処理、洗面所・給

湯室等の清掃等）。 

定期清掃 月単位の周期で定期的に行う清掃業務。 

特別清掃 年単位等の長い周期で行う清掃業務（ガラス清掃、外壁清掃、空調吹出し・照明

機器等の清掃等）。 

機能 目的又は要求に応じてものが発揮する役割。 

性能 目的又は要求に応じてものが発揮する能力。 

保全 建築物（設備を含む。）及び附帯施設等の対象物の全体又は部分の機能及び性能を

使用目的に適合するようにすること。 

 

  



 

 

２．施設名称について 

 各整備段階における施設名称は、「■ 施設名称一覧」のとおりとする。 

■ 参考図 

 

出典：広尾病院整備基本計画 

 

  



 

 

■ 施設名称一覧（資料内で別途定義されている場合はそちらに従うこと。） 

仮設棟※１ ① 新設の外構等 新設施設の外構等 

既存看護学校 ② 既存の外構等 既存施設の外構等 

新設病院熱源・機械棟 ③ 本施設 ③、⑤、⑦、⑩、⑪及び⑫ 

既存病院別館、さくら寮※２ ④ 新設病院 ③、⑤及び⑦ 

新設病院西側 ⑤ 新設施設 ③、⑤、⑦、⑩及び⑫ 

既存病院西側 ⑥ 新設病院等※５ ③、⑤、⑦、⑫及び新設の外構等 など 

新設病院東側 ⑦ 新設施設等 ①、③、⑤、⑦、⑩、⑫及び新設の外構等 

など 

既存病院東側 ⑧ 既存病院本館 ⑥及び⑧ 

レドマス※３ ④及び 

⑨ 

既存病院 ④、⑥、⑧及び⑨ 

新設看護学校 ⑩※４ 既存病院等 ④、⑥、⑧、⑨及び既存の外構等 

新設職員宿舎 ⑫ 既存施設等 既存病院等及び既存看護学校 

  病院施設等 ①～⑫ 

※１ 仮設棟等には仮設棟渡り廊下を含む。 

※２ 既存病院別館及びさくら寮は④のそれぞれ該当する建物のみを指す。詳細は「要求水準書 参考

資料２ 参考土地利用計画図」を参照すること。 

※３ レドマスは④の一部及び⑨を指す。詳細は「要求水準書 参考資料２ 参考土地利用計画図」を

参照すること。 

※４ ⑩について、看護学校渡り廊下は含まない。 

※５ 新設病院等には上記の他、ドクターカー車庫、マニホールド棟、立体駐車場、看護学校渡り廊下

を含む。 

  



 

 

[別紙２] 

遵守すべき関係法令等 

 

・医療法（昭和 23年７月 30日法律第 205号） 

・地方自治法（昭和 22年４月 17日法律第 67号） 

・地方公営企業法（昭和 27年８月１日法律第 292号） 

・建築基準法（昭和 25年５月 24日法律第 201号） 

・都市計画法（昭和 43年６月 15日法律第 100号） 

・消防法（昭和 23年７月 24日法律第 186号） 

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18年６月 21日法律第 91号） 

・健康保険法（大正 11年４月 22日法律第 70号） 

・高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年８月 17日法律第 80号） 

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35年８月 10日法律

第 145号） 

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年 10月２日法律第 114号） 

・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27年７月８日法律第 53号） 

・エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和 54年６月 22日法律第 49号） 

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45年４月 14日法律第 20号） 

・水質汚濁防止法（昭和 45年 12月 25日法律第 138号） 

・放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和 32年６月 10日法律第 167号） 

・高圧ガス保安法（昭和 26年６月７日法律第 204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） 

・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12年 12月 22日条例第 215号） 

・東京都建築安全条例（昭和 25年 12月 7日条例第 89号） 

・東京都駐車場条例（昭和 33年 10月 1日条例第 77号） 

・東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例（昭和 53年７月 14日条例第 63号） 

・東京都中高層建築物の建築に係る紛争と予防に関する条例（昭和 53年 7月 14日条例第 64号） 

・東京都福祉のまちづくり条例（平成７年３月 16日条例第 33号） 

・東京における自然の保護と回復に関する条例（平成 12年 12月 22日条例第 216号） 

・東京都公有財産規則（昭和 39年３月 31日規則第 93号） 

・東京都病院事業に係る行政財産使用料及び財産の交換、譲渡、無償貸付け等に関する規則（昭和

51年４月１日規則第 74号） 

・渋谷区景観条例（平成 24年 3月 30日条例第 29号） 

・渋谷区みどりの確保に関する条例（昭和 53年 4月 1日条例第 20号） 

・渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例（平成 11年 12月 1日条例第 36号） 

・渋谷区土地利用調整条例（平成 26年４月２日条例第 23号） 

・渋谷区建築物防火貯水槽設置要綱 

・渋谷区雨水流出抑制施設設置指導要綱 

・渋谷区集合住宅駐車施設附置要綱 

  



 

 

[別紙３] 

リスク分担表（案） 

１ 共通事項 

No. リスクの内容 

負担者 

都 事業者 

１ 
入札説明書等リ

スク 

入札説明書等の誤記や提示漏れにより、都の要望事項が達成さ

れない等の事象への対応 
○  

２ 入札参加リスク 入札参加費用の負担に関するもの  ○ 

３ 

契約締結リスク 

都の責に帰すべき事由による契約締結の遅延・中止 ○  

４ 事業者の責に帰すべき事由による契約締結の遅延・中止  ○ 

５ 上記以外の理由による契約締結の遅延・中止 ○ ○ 

６ 資金調達リスク 事業者が調達する（必要な）資金の確保に関するもの  ○ 

７ 

法令変更リスク 

本事業に直接関係する法令（税制度を除く）等の変更や新たな

規制立法の成立等に関するもの 
○  

８ 
上記以外の法令（税制度を除く）の変更や新規立法の成立に関

するもの 
 ○ 

９ 

税制度変更リス

ク 

消費税率の変更や資産保有等に係る税制度変更、新税の設立に

関するもの 
○  

10 
事業者の利益に課せられる税制度の変更（例：法人税率の変

更）や新税の設立に関するもの 
 ○ 

11 

許認可等取得リ

スク 

都の責に帰すべき事由により都又は事業者が取得するべき許認

可の取得が遅延又は取得できなかった場合 
○  

12 
事業者の責に帰すべき事由により都又は事業者が取得するべき

許認可の取得が遅延又は取得できなかった場合 
 ○ 

13 

住民対応リスク 

事業者が行う業務に起因するもの  ○ 

14 上記以外に起因するもの ○  

15 第三者賠償リス

ク 

事業者が行う業務に起因するもの（事業者の責に帰すべき事由

による維持管理不備等に起因するもの） 
 ○ 

16 上記以外に起因するもの ○  

17 

環境リスク 

事業者が行う業務に起因するもの  ○ 

18 上記以外に起因するもの ○  



 

 

19 債務不履行リス

ク 

都の責に帰すべき事由による債務不履行に関するもの ○  

20 事業者の責に帰すべき事由による債務不履行に関するもの  ○ 

21 不可抗力リスク 

暴風や豪雨、地震、火災、騒乱、暴動等の、都又は事業者のい

ずれの責にも帰すことのできない自然的又は人為的現象に起因

するもの 

○ ※１ 

22 
物価変動リスク

※２ 
事業期間中の物価変動 ○ ○ 

23 業務範囲変更リ

スク 

事業者の責に帰すべき事由により部分解約することに起因する

委託業務範囲の変更によるもの 
 ○ 

24 上記事由以外の業務範囲変更によるもの ○  

25 
要求水準変更リ

スク 
都の都合による要求水準の変更が伴うもの ○  

○ ：当該リスクの主な分担者 

※１ 不可抗力リスクについては、主に都がリスクを負担するが、損害を最小限にとどめる経済的動機付けを与えるため、生

じた損害又は増加費用の一部については、事業者もその責任を負うものとする。 

※２ 物価変動については変動の一定幅を基準にサービス対価の見直しを行うことを想定し、変動が基準を超えた場合につい

ては都がリスクを負担し、それ以外は事業者の負担とする。 

 

２ 整備段階 

No. リスクの内容 

負担者 

都 事業者 

26 測量・調査リス

ク 

都が実施した測量・調査に不備があったことに起因する場合 ○  

27 上記以外の測量・調査に起因する場合  ○ 

28 用地リスク 計画用地の確保や土壌汚染、障害物に関するもの ○  

29 

設計変更リスク 

都の指示による設計変更に関するもの ○  

30 上記以外による設計変更に関するもの  ○ 

31 
要求水準未達リ

スク 

維持管理・運営業務の開始前の段階において、要求水準を満た

せない場合 
 ○ 

32 

工事遅延リスク 

都の責に帰すべき事由による工事の遅延 ○  

33 上記以外による工事の遅延 ○ ○ 

34 移転遅延リスク 
都の責に帰すべき事由により想定された時期までに移転引越が

なされず、各施設の供用開始が遅延する場合 
○  



 

 

35 
上記以外の事由により、想定された時期までに移転引越がなさ

れず、各施設の供用開始が遅延する場合 
○ ○ 

36 
施設・設備損傷

リスク 

事業者が、施設を都に引き渡す前に生じた、施設・設備の損傷

に関するもの 
 ○ 

37 初期投資増大リ

スク 

都の責に帰すべき事由による初期投資の増大 ○  

38 上記以外の事由による初期投資の増大  ○ 

39 解体撤去及びそ

れに伴う改修工

事リスク 

事業者が実施する解体撤去及びそれに伴う既存施設の改修工事

に関するもので、事業者の責めに帰すべき事由によるもの

（例：解体費用の増加、解体工事に伴い第三者に及ぼした損

害、既存施設の設備切り回し工事等に起因する既存施設の停電

等） 

 ○ 

40 
上記以外の事由による解体撤去に関するもの（例：既存建物に

関して開示されなかった情報に起因した費用の増加） 
○  

○ ：当該リスクの主な分担者 

 

３ 維持管理・運営段階（開設準備期間を含むものとする。） 

No. リスクの内容 

負担者 

都 事業者 

41 病院経営リスク 病院の経営に関するもの ○  

42 診療行為リスク 診療行為に関するもの ○  

43 

サービス対価支

払遅延・不能リ

スク 

都の責に帰すべき事由によるサービス対価支払の遅延や不能 ○  

44 需要変動リスク 患者数等の需要変動（利便施設関係を除く）に伴うもの ○  

45 
要求水準未達リ

スク 

維持管理・運営開始後の段階において要求水準を満たせない場

合 
 ○ 

46 

施設瑕疵リスク 

契約不適合責任に係る権利行使期間内に発見された新設施設の

契約不適合に関するリスク 
 ○ 

47 上記以外の施設に係る契約不適合に関するもの ○  

48 新設施設の施設

劣化リスク 

事業者の責に帰すべき事由による新設施設の劣化に関するもの  ○ 

49 上記以外の新設施設の劣化に関するもの ○  

50 事業者の責に帰すべき事由による施設の損傷に関するもの  ○ 



 

 

51 
新設施設の施設

損傷リスク 
上記以外の施設の損傷に関するもの ○  

52 
既存施設の劣

化・損傷に係る

リスク 

既存施設において、事業者が修繕等を実施した箇所に関するも

の等、事業者の責に帰すべき事由によるもの 
 ○ 

53 上記以外の既存施設の劣化・損傷に関するもの ○  

54 
利便施設運営業

務に係るリスク 
利用者数の変動を含めた利便施設の運営に関するもの  ○ 

○ ：当該リスクの主な分担者 

 

4 移管段階 

No. リスクの内容 

負担者 

都 事業者 

55 移管手続リスク 
契約満了時の移管手続、業務引継及び事業者側の清算手続に要

する費用 
 ○ 

○ ：当該リスクの主な分担者 

 


