
項　　目

質問要旨

回　　答

建築関係について(1)

項　　目 建築関係について(2)

外部に面している部分にある開口部（窓）は法的な排煙・換気用の開口部と思われま
すが、レイアウト計画の関係上、何か所かを内側で壁にしてしまう（封鎖）ことは可能で
しょうか

不可です。

項　　目 建築関係について(3)

質問要旨

回　　答

現場説明会（7/22）時点で天井は照明器具・空調・防災設備等が全て仕上がっていま
したが移設・交換等の変更は可能でしょうか。
また、公募決定者に引渡しの時点で床・壁等はどこまで仕上がった状態での引渡しに
なりますか

消防等との再打合せにより可能ですが、運営事業期間終了時、現状と同じ状態に復
帰していただきます。費用は、いずれも運営事業者の負担となります。
床・壁等は、通常に使える状態に仕上がります。

質問要旨

壁はビニールクロスまで貼った状態、床は塩ビシートまで貼った状態の場合、公募決
定者の仕様に合わせて全面やりかえ可能でしょうか

回　　答

壁・床は、本院のデザイナーとの打合せにより可能と判断される場合は、可です。

４ 項　　目 電気関係について(1)

質問要旨

弊社標準では電灯150A、動力150A必要です。必要容量供給可能でしょうか

売店、レストラン及び職員食堂関係質問回答

回　　答

売店－電灯　40Ａ，　動力　110Ａ
レストラン、職員食堂、厨房－電灯　80Ａ，動力　455Ａ
となっています。
容量を増やす場合、運営事業者負担で追加工事が必要となります。

１

２

３
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売店、レストラン及び職員食堂関係質問回答

５ 項　　目 電気関係について(2)

質問要旨

各設備機器への電源供給を床埋設の計画としております。床埋設電源供給用の土間
ハツリは可能でしょうか

回　　答

可能ですが、運営事業期間終了時、現状と同じ状態に復帰していただきます。費用
は、いずれも運営事業者の負担となります。

６ 項　　目 設備・要冷・空調関係について(1)

質問要旨

フライヤー上部、おでん上部等、換気設備が個別に必要な計画となっております。設
置可能でしょうか。また、排気口はどこに可能でしょうか

回　　答

外壁穴あけは可能ですが、運営事業期間終了時、現状と同じ状態に復帰していただ
きます。費用は、いずれも運営事業者の負担となります。

７ 項　　目 設備・要冷・空調関係について(2)

質問要旨

売店レジカウンター内にWシンク及び手洗い・コールドテーブル、バックルーム内に清
掃用具室・業務用冷凍冷蔵庫等を計画しております。給排水供給は可能でしょうか？
可能であれば土間コンクリート等のハツリ工事が発生いたします。

回　　答

ハツリ工事により可能となります。運営事業期間終了時、現状と同じ状態に復帰して
いただきます。費用は、いずれも運営事業者の負担となります。

８ 項　　目 設備・要冷・空調関係について(3)

質問要旨

要冷機器用室外機置場はどこになりますか

回　　答

床下ピット内に設置可能です。
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売店、レストラン及び職員食堂関係質問回答

９ 項　　目 設備・要冷・空調関係について(4)

質問要旨

既設空調はどこで管理しておられますか

回　　答

手元管理となっています。

１０ 項　　目 電話関係について(1)

質問要旨

電話回線は追加可能でしょうか？（供給していただける回線数は？）

回　　答

売店には予備配管がありますので、運営事業者での工事となります。

１１ 項　　目 電話関係について(2)

質問要旨

単独での光回線導入は可能でしょうか

回　　答

運営事業者による工事が必要です。病院側と協議してください。

１２ 項　　目 消防関係について

質問要旨

レイアウト計画の関係上、防災設備（スプリンクラー等）の移設及び増設が考えられま
す。可能でしょうか

回　　答

消防署との打合せにより可能とおもわれます。病院側と協議してください。
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売店、レストラン及び職員食堂関係質問回答

１３ 項　　目 その他施設関係について(1)

質問要旨

売店の場所が病院正面入口より一番奥の部分になることから、入口部分や院内廊下等へ
の誘導看板設置可能でしょうか
各階EV前もしくはEV内等へのPRポスター貼りは可能でしょうか。
売店に面している廊下等への看板設置は可能でしょうか

回　　答

誘導看板の設置は不可
ＥＶ関係のポスターも不可
売店等の看板は協議となります。

１４ 項　　目 その他施設関係について(2)

質問要旨

ゴミの管理は指定ありますか？
病院用ゴミ捨て場共用可能もしくは病院側より指定された場所に単独でゴミすて場設
置のどちらかになると思われます。

回　　答

単独にて処理していただきますが、病院と協議してください。

１５ 項　　目 その他施設関係について(3)

質問要旨

売店営業時間外での商品搬入の場合、飲食物保管用冷凍冷蔵庫・飲食物以外の保管用
BOX等の設置が必要となります。
・ 設置場所の指定はありますか　・ 搬入時間の規制はありますか　・ 飲食物保管用冷凍
冷蔵庫には動力電源及びドレン排水が必要

回　　答

内定運営事業者は、病院と協議してください。

１６ 項　　目 現営業（新築移転前）における運営状況について（レストラン）

質問要旨

年間の売上（税込額）を月別に提示していただきたいです。
年間の水光熱負担額（税込額）を月別にて提示していただきたいです

回　　答

現在は、運営場所の貸付のみを行っていますので、売上及びレストランのみの水光熱
費は不明です。
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売店、レストラン及び職員食堂関係質問回答

１７ 項　　目 現営業（新築移転前）における運営状況について（職員食堂）

質問要旨

年間の食数と売上（税込額）を月別にて提示していただきたいです。
職員食堂での提供価格（税込額）を提示していただきたいです。
精算方法を提示していただきたいです。
営業時間と席数を提示していただきたいです。

回　　答

現在は、運営場所の貸付のみを行っていますので、食数及び売上は不明です。
提供価格はメニューが多種のため提示できません。
職員食堂は食券自販機方式です。
現在の職員食堂の営業時間は、１１時から１４時、１７時から２０時で、席数は、100席
です。

１８ 項　　目 職員食堂について

質問要旨

職員食堂での提供価格（販売価格）は決まっているのでしょうか？
決まっているならば提供価格（税込額）を提示していただきたいです。
精算方法は決まっているのでしょうか？決まっているならば提示していただきたいで
す。

回　　答

提供価格はメニューが多種のため提示できません。
職員食堂は食券自販機方式です。

１９ 項　　目 提出書類について

質問要旨

添付書類の⑤国税、県税及び市町村税の関る納税証明書は
　1.法人税その3の3
2.本社・本店所在地の事業税
3.本社・本店所在地の都道府県民税
でよろしいでしょうか？
○ 富山県の都道府県民税の納税証明書も必要でしょうか

回　　答

本社等で申請するのであれば本社等の所在地のもので差し支えない。

２０ 項　　目 運営事業撤退の際の現状復帰について

質問要旨

撤退の際は現状復帰とのことですが、次の運営業者へ厨房機器等を買取っていただ
くことは可能でしょうか

回　　答

次の運営事業者との協議次第になります。
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売店、レストラン及び職員食堂関係質問回答

２１ 項　　目 駐車場の利用について

質問要旨

駐車場の利用台数には制限があるのでしょうか？
駐車場の利用料金はかかるのでしょうか？かかるのであれば１台あたりの税込額を
提示していただきたいです。

回　　答

制限はありませんが、構内の駐車場不足から必要 少限としてください。
入構料として月１台１０００円が必要となります。

２２ 項　　目 提出書類

質問要旨

登記簿謄本、財務諸表類の写し、国税・県税及び市町村税に係る納税証明書に関し
ては、全省庁統一資格　資格審査結果通知書の提出で対応できるか

回　　答

不可

２３ 項　　目 工事期間

質問要旨

事業開始予定は、平成23年1月8日なっていますが、工事期間はいつからいつまでか

回　　答

厳しいスケジュールですが、平成22年12月１日～同月31日でお願いします。

２４ 項　　目 5.営業内容（1）売店　③附加サービスの提供

質問要旨

エ.公衆電話サービス、オ.コインロッカーサービース、カ.付き添い者の寝具貸し出し
サービスの提供は必須か。又、設置場所は売店内か。

回　　答

付加サービスの提供は必須です。
なお、設置場所は、院内の現在の設置場所です。
カ．については売店のサービスコーナーにて受付手配をします。
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売店、レストラン及び職員食堂関係質問回答

２５ 項　　目 5.営業内容（1）売店　①取扱商品

質問要旨

FF商材（フランクフルトや唐揚）等の油で揚げない商品の販売及びソフトアイス・肉ま
ん・おでんについては販売可能ですか

回　　答

提案でお示しください。

２６ 項　　目 5.営業内容（売店）①取扱商品

質問要旨

電機調理器によるファーストフードの調理・提供は可能か。また、店舗内で自動販売
機（コーヒーサーバー等）の設置は可能か。

回　　答

提案でお示しください。
なお、病院から依頼する自動販売機以外は設置不可です。

２７ 項　　目 5.営業内容（売店）①取扱商品

質問要旨

店売場を構成する中で、医療関係の商品が占める割合等の制限がありますか？ま
た、取扱指定商品は何かありますか

回　　答

特に制限はありません。
取扱指定商品は、衛生材料等多数あります。

２８ 項　　目 6.経費負担（7）光熱費

質問要旨

光熱費（電気、水道、冷暖房等）の実費について、実費計算の計算方法を教えてくださ
い。

回　　答

集中管理のメーター盤により使用量の検針を行い、病院設定の電気、上下水道の私
用単価により計算を行う。なお、冷暖房は、すべて電気で行います。
電気料　　　－－　１２円/１Ｋｗｈ
上下水道料－－５９６円/ｍ3
上水道　　　－－２３４円/ｍ3
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売店、レストラン及び職員食堂関係質問回答

２９ 項　　目 6.経費負担（7）廃棄物の処理費用

質問要旨

当社が直に廃棄処理会社と契約発注を行って宜しいか

回　　答

運営事業者が廃棄物処理会社と直接契約していただく。

３０ 項　　目 6.経費負担（9）現状復帰

質問要旨

原状復帰とは、どこまで元に戻せばいいのか？
　例えば、床・壁を張り替えた場合も、元に戻すのか。

回　　答

原則として初期の状態に戻してください。費用は、運営事業者負担となります。

３１ 項　　目 6.経費負担　その他

質問要旨

消防設備（煙熱感知器、非常照明、誘導灯等）は病院側で設置してもらえるか

回　　答

設置済みである。

３２ 項　　目 6.経費負担（3）内装・改装

質問要旨

ISDN回線、アナログ回線、光回線の増設は可能か

回　　答

予備管路(合成樹脂可とう電線管22mm)があり運営事業者による増設は可能。病院側
と協議してください。
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売店、レストラン及び職員食堂関係質問回答

３３ 項　　目 6.経費負担（3）内装・改装

質問要旨

店舗内での有線放送の設置等は可能でしょうか

回　　答

設置は可能ですが、有線放送の引込が無いので運営事業者による工事が必要です。

３４ 項　　目 6.経費負担（3）内装・改装

質問要旨

給排水工事、空調配管工事の為床・壁に一部にカッターを入れて、コンクリートの一部
をはつる（穴あけ）ことは可能か

回　　答

工事位置などを確認し、構造上問題がなければ可能。ただし、工事方法は、大学の指
導によるものとします。

３５ 項　　目 6.経費負担（3）内装・改装

質問要旨

内臓式冷蔵庫を使用した場合の換気扇用の躯体排気口は確保できるのか。（別置
型、内蔵型の選択は可能か）また別置き型とした場合の店舗外に室外機置き場の確
保は可能か

回　　答

換気用穴あけは、構造上問題が無ければ可能。
別置き型の室外機は床下トレンチ内に設置可能。

３６ 項　　目 6.経費負担（3）内装・改装

質問要旨

店舗SSV（ストアコンピューター）やPOSレジの設置位置に指定はありますか。また配
線をする際には壁伝いに天井を使用しても構わないでしょうか

回　　答

店舗SSV用の配管等を設置しています。露出配管は、意匠の関係から好ましくありま
せん。
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売店、レストラン及び職員食堂関係質問回答

３７ 項　　目 6.経費負担（3）内装・改装

質問要旨

シャッタースイッチは店内側に追加することは可能か。（病院側工事にて追加してもら
えるのか）

回　　答

シャッタースイッチは店内側にあります。

３８ 項　　目 7.その他の条件（3）売店の清潔さ

質問要旨

制限時間外にワックス掛け等の業者清掃作業を行うことは可能か

回　　答

騒音を出さなければ可能です。

３９ 項　　目 7.その他の条件（8）廃棄物の処理

質問要旨

店内で発生するゴミについては、どうようになりますか。店舗外（病院敷地内）にゴミの
一部保管場所を設置することは可能か

回　　答

内定運営事業者は、病院と協議していただきます。

４０ 項　　目 7.その他の条件（10）商品搬入

質問要旨

商品搬入は病院が指定する時間帯・経路に従うとあるが、深夜帯の配送は可能か。も
しくは、店舗外（病院敷地内）に時間外に商品を受け取る為の保冷庫を設置すること
は可能か。（電源とスペースが必要）

回　　答

内定運営事業者は、病院と協議していただきます。
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売店、レストラン及び職員食堂関係質問回答

４１ 項　　目 7.その他の条件　その他

質問要旨

通路沿いの壁の部分に、店舗の販促アピールやキャンペーン等を紹介する為にPOP
等の掲示については問題ないでしょうか

回　　答

原則掲示は不可です。

４２ 項　　目 提出書類　食品衛生法に基づく行政処分の有無に関する証明書

質問要旨

富山保健所に確認をとりましたが、発行していないと回答ありました。
売店業務公募に必要ですか

回　　答

保健所等で発行していない場合は、事実に基づき、提案業者で処分が無い旨を記載
した書類を作成すればよい。
ただし、後に事実と相違することが発覚した場合は、運営事業者の資格を失うことにな
ります。

４３ 項　　目 工事時間

質問要旨

工事を行う際の、開始・終了時間は決まっていますか。
　又、土日祝日等も工事は可能ですか

回　　答

運営事業者内定後、病院と協議してください。

４４ 項　　目 7.その他条件

質問要旨

売店とバックヤードの大きさは売店245㎡内で自由に設定可能か

回　　答

設定可能です。
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売店、レストラン及び職員食堂関係質問回答

４５ 項　　目 5.取扱商品　自動販売機商品

質問要旨

新聞、マスク及び入院セット等の商品は、売店内で販売することで、自販機の設置は
しなくても良いのか

回　　答

既存設置場所への設置は必要です。

４６ 項　　目 6.経費負担（3）内装・改装

質問要旨

売店天井に防犯用ミラー、防犯カメラの設置・取り付けの為に穴あけは可能か

回　　答

可能ですが、現状復帰してください。

４７ 項　　目 現場説明会　配布資料

質問要旨

説明会で頂いた、配布図面の売店部分を見ると給水管の表示がありません。引くこと
は可能ですか。又、排水管もバックヤードに一箇所しか表示してありませんが、売場
内設置出来ますか。

回　　答

運営時業者の負担で引き込みは可能です。病院と協議してください。

４８ 項　　目 電気容量

質問要旨

動力用、電灯用の電気容量はそれぞれどれだけか。（店舗用の個別のメータ設置は
可能か。）また、動力、電灯共現状の容量で不足する場合は容量を上げてもらうことは
可能か。

回　　答

売店－電灯　40Ａ，　動力　110Ａ
レストラン、職員食堂、厨房－電灯　80Ａ，動力　455Ａ
となっています。
個別メーターは設置されています。
容量を増やす場合、運営事業者負担で追加工事が必要となります。
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売店、レストラン及び職員食堂関係質問回答

４９ 項　　目 6.経費負担（3）内装・改装

質問要旨

現状の壁のクロスの上に装飾（一部剥がして張替え、ミラー設置など）は可能か

回　　答

可能ですが、現状復帰してください。

５０ 項　　目 6.経費負担（3）内装・改装

質問要旨

窓面に看板・ディスプレイ等の設置は可能か

回　　答

運営事業者内定後、病院と協議してください。

５１ 項　　目 6.経費負担（3）内装・改装

質問要旨

天井は照明器具追加、換気空調の工事の際に穴あけは可能か

回　　答

可能ですが、現状復帰してください。

５２ 項　　目 売店レストラン及び職員食堂運営事業に係る条件等　7－（11）

質問要旨

駐車場が必要な場合使用料は発生しますか

回　　答

構内の駐車場不足から必要 少限としてください。
入構パスカード代として月１台１０００円が必要となります。

13



売店、レストラン及び職員食堂関係質問回答

５３ 項　　目 売店レストラン及び職員食堂運営事業に係る条件等　3

質問要旨

事業実施期間後は、再度公募予定でしょうか。又は継続可能でしょうか。
　また、万が一途中解約に至った場合引継業者様へ居抜きの形での引継は可能で
しょうか。
その際、残存を引継業者様に買い取って頂くことは可能でしょうか

回　　答

事業実施期間後は、再度公募を行う。
残存引き継ぎは、引継業者との協議次第です。

５４ 項　　目 売店レストラン及び職員食堂運営事業に係る条件等4―（2）

質問要旨

「～協議のうえ営業時間の延長・縮小や営業日に休業することができる」とございます
が、提案書の中でご提示することは可能でしょうか

回　　答

提案書で提示可能です。

５５ 項　　目 売店レストラン及び職員食堂運営事業に係る条件等6―（3）

質問要旨

説明会時に、内装に関してはほぼ貴院にて完了済みと確認いたしましたが工事区分
を具体的にお教え頂くことは可能でしょうか

回　　答

内装は、そのままでも使用できる状態ですが、レイアウト等の関係から工事が必要な
場合は病院と協議して運営事業者の負担にて改修することができます。ただし、運営
事業期間終了時は、運営事業者の負担において現状復帰することとなります。

５６ 項　　目 売店レストラン及び職員食堂運営事業に係る条件等6－（9）

質問要旨

契約終了後、現状復帰せず後任業者様にそのまま設備を譲渡することは可能でしょう
か

回　　答

後任運営事業者との協議次第となります。
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売店、レストラン及び職員食堂関係質問回答

５７ 項　　目 売店レストラン及び職員食堂運営事業に係る条件等6－（7）

質問要旨

職員食堂ホール部分の清掃は貴院負担でよろしいでしょうか

回　　答

職員食堂にてサービスを提供しているので、運営事業者の負担でお願いします。

５８ 項　　目 ヒアリングについて

質問要旨

ヒアリングの持ち時間はどれくらいいただけるのでしょうか。

回　　答

２０分程度を予定しています。

５９ 項　　目 営業内容に関する項目の売店、付加的サービスについて

質問要旨

現在、窓口業務にてレンタル業務のひとつとして貸しオムツ（NICU向け）を取扱っており、病棟へのオムツ
の納品及び貸出しの患者様管理等を行っています。この業務は今後は必須の業務とはならないのでしょ
うか。また、薬店では現在、救急の患者様の保険適用外の商材（ポリネック・三角巾等）を納入し、後日代
金を財団が回収していますが、この業務も必須ではないでしょうか

回　　答

当該サービスについては、今後検討します。

６０ 項　　目 納付金について

質問要旨

納付金の提案方法として、売上に対する一定の割合での算出ではなく固定の金額とし
てよろしいのでしょうか。また、売上高の増減に応じた割合の提案方法は認められる
のでしょうか。また、売上高として計上しない除外の項目は認められるのでしょうか。
（例：ﾃﾚﾎﾝｶｰﾄﾞ、ﾊﾞｽ回数券、旅券の取次ぎ、ｸﾘｰﾆﾝｸﾞの取次ぎ、PHSの取次ぎ）

回　　答

固定金額の提案は認めません。
売上高の増減に応じた割合の提案方法も認めません。
また、計上しない除外品目も認めません。
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売店、レストラン及び職員食堂関係質問回答

６１ 項　　目 職員食堂・ﾚｽﾄﾗﾝの光熱水費について

質問要旨

試算する際に必要な、光熱水費の単価を開示していただきたい

回　　答

電気料　　　－－　１２円/１Ｋｗｈ
上下水道料－－５９６円/ｍ3
上水道　　　－－２３４円/ｍ3

※厨房は、オール電化仕様のためガスは供給されません。

６２ 項　　目 売店・食堂･ﾚｽﾄﾗﾝ設備共通

質問要旨

受託者負担の機器に関し、新品を設置予定だが、設置の機器は中古品でもよいのか

回　　答

特に制限はないが衛生的なものを使用してください。

６３ 項　　目 レストラン及び職員食堂の現状について

質問要旨

現在運営されているレストラン及び職員食堂の
① 利用者数　②売上　③メニュー構成　④価格　⑤営業時間　⑥営業曜日　⑦勤務人
数　⑧水道光熱費を教えてください。

回　　答

現在は、運営場所の貸付のみを行っていますので、現在の運営状況等は不明です。

６４ 項　　目 ゴミ処理について

質問要旨

生ゴミ処理機を設置することは可能でしょうか。可能であれば、どこに置くことができる
でしょうか。（室外で）

回　　答

運営事業者内定後、病院と協議願います。
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売店、レストラン及び職員食堂関係質問回答

６５ 項　　目 従業員駐車場について

質問要旨

従業員用の駐車場はあるのでしょうか。ある場合の利用料はいくらでしょうか。

回　　答

構内の駐車場不足から必要 少限としてください。
入構パスカード代として月１台１０００円が必要となります。

６６ 項　　目 納税証明書について

質問要旨

県税・市町村税は本社のものか、今回運営を行う管轄支社のものか、どちらのものを
提出するのでしょうか。
　提出は原本1部でよろしいでしょうか。

回　　答

参加申し込みが本社であれば本社所在地、支社であれば支社所在地の納税証明を
提出してください。

６７ 項　　目 提出書類について

質問要旨

添付書類の中の⑤国税県税及び市町村税に係る納税証明書は、未納のない証明書
か、又は、納税金額の証明書のどちらですか。

回　　答

どちらでも可です。

６８ 項　　目 営業内容に関する条件について

質問要旨

エ　公衆電話サービス16台　オ　ｺｲﾝﾛｯｶｰｻｰﾋﾞｽ　カ　寝具貸し出しサービス　のそれ
ぞれについて売店内に病院の規定に沿った設備を業者の費用負担で設置するので
すか。

回　　答

エ、オについては現在の設置場所に運営事業者の負担で設置する。
カについては、売店内のサービス窓口で受付、手配をする。

17



売店、レストラン及び職員食堂関係質問回答

６９ 項　　目 売店内の電気容量について

質問要旨

売店内での分電盤 / 電気容量は単相、三相それぞれどれだけか教えて下さい。

回　　答

売店－電灯　40Ａ，　動力　110Ａ　となっています。

回　　答

多目的ホールは、患者様や家族、お見舞いの方、教職員が利用します。
事務室は、運営事業者が利用するものではありません。

７０ 項　　目 多目的ホールと事務室について

質問要旨

多目的ホールにはテーブルと椅子を病院が設置して患者が休めるようにするのです
か。
職員食堂の上部にある事務室は売店とレストランの業者が使用できる専門事務室で
すか。
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