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1 ｐ7-⑷

2 ｐ3-⑴-ウ

3 ｐ3-⑴-ウ

4 ｐ3-⑵、⑶

5 ｐ7-⑷

6
該当ページ
なし

7
該当ページ
なし

8
該当ページ
なし

9
該当ページ
なし

10
該当ページ
なし

11
該当ページ
なし

12
該当ページ
なし

13
該当ページ
なし

14
該当ページ
なし

15
該当ページ
なし

16 ｐ5-4-1-⑷

17 ｐ5-4-1-⑸

18 ｐ5-4-1-⑻

19 ｐ6-4-2-⑵

20 ｐ6-5-⑵

21 ｐ6-5-⑹

加算料について、内訳ごとの概算を提示いただきたい。 売店について、加算料のうち、建物維持管理経費について
は、建物全体の支出予定額に許可割合を乗じた額を徴収
いたします。内訳ごとの概算は以下のとおりです。また、こ
のほか、実費分として上下水道及び電気料を徴収すること
となります。
【（売店）建物維持管理経費（概算）】
・衛生管理費：約15千円
・機能管理費：約380千円
・保安管理費：約225千円
・冷暖房費　 ：約270千円
・火災保険料：約２千円

運営をフランチャイズに委託する場合の承諾は書面で必要
か。

選定された応募申請者には、行政財産目的外使用許可申
請をしていただき、病院局は許可書を交付します。これとは
別に許可書を補完するものとして覚書を準備し、そこでフラ
ンチャイズ事業者を明確にしていただきます。
なお、応募書類にはフランチャイズ事業者の概要がわかる
資料を添付してください。

病棟への巡回販売について場所の制限はあるか（指定は
あるか）。

募集要項上、付加サービスの一例として掲げているもので
あり、現在は、新型コロナウイルス感染症対策として病棟
への事業者様の立入を制限しているところです。ただし、今
後の感染状況等により、院内の取扱いが変更となる可能
性はあります。

使用期間内において、弊社都合により退去する場合の告
知期間と使用料支払額の基準を教えてほしい。

原則、使用許可期間は１年単位としており、使用期間内の
退去は想定しておりません。
やむを得ない事由が生じた場合は病院局と協議となりま
す。

仮設店舗場所（旧外来食堂）の平面図、電気、給排水、空
調設備図の共有をお願いしたい。

図面について提供いたします。

売上報告のフォーマットとフローを具体的に教えてほしい。 売上報告のフォーマットについて特段指定はありません
が、売上額が明確であること、売上から除外する品目等が
ある場合は内訳があることが望ましいです。
毎月中旬に前月分の使用料算定を行いますので、毎月初
旬に前月売上の報告をお願いいたします。

ゴミや廃棄物の処理回収は単独でよいか（指定はある
か）。

特段指定はございません。単独での処理回収をお願いい
たします。

室外機置場がわかる図面の共有をお願いしたい。 図面について提供いたします。

作業制限について教えてほしい（作業時間・曜日等） 作業時間、曜日等については、運営事業者決定後、協議
のうえ決定させていただきます。

フライヤー設置に伴うダクト工事は可能か。 設置及び工事は可能です。運営事業者決定後、工事詳細
については協議させていただきます。

現売店事業者の事務所が床上げされているが、撤去しても
よいか。

問題ありません。運営事業者決定後、工事詳細については
協議させていただきます。

店舗区画内に設置されている分電盤は現売店事業者のも
のか。
また、原状回復時は撤去される認識でよいか。

現売店事業者が設置している分電盤ですが、原状回復時
に病院所有の分電盤に戻す予定となっております。

搬入経路の記載された図面の提出をお願いしたい。 搬入経路については、車両や機材によって異なる可能性
があるため、運営事業者決定後、協議のうえ決定させてい
ただきます。

工事区分表の提出をお願いしたい。 工事区分表はありません。募集要項に記載のとおり、建築
工事や設備改修に要する費用はすべて運営事業者様のご
負担となります。

床のハツリ工事や壁面のスリーブ開口を実施してもよろし
いか。
（排水確保、冷媒配管設置）

問題ありません。運営事業者決定後、工事詳細については
協議させていただきます。

既設間仕切り壁の撤去並びに区画の移設は可能か。
※構造に影響がない限り

仕切壁の撤去及び区画の移設は可能です。運営事業者決
定後、工事詳細については協議させていただきます。

天カセ、ルームエアコン設置に伴う室外機取付工事や冷媒
配管工事が必要となるが問題ないか。

問題ありません。運営事業者決定後、工事詳細については
協議させていただきます。

一次工事も含め、すべて運営者の負担と記載されている
が、病院側の指定業者の選定は必要か。
※防災設備工事関連（Ｂ工事）

指定業者の選定等は不要です。

質問１と重複するが、原状回復内容を教えてほしい。 質問１と同じ回答となります。

質問内容 回答

原状回復状況を教えてほしい（床・壁・天井）。 質問５と合わせて、原状回復内容の回答となりますが、現
売店事業者が設置しているLGS仕様の壁は撤去となり、床
や店内照明等は病院仕様のものに原状回復されます。
なお、天井は現状も病院資産を活用しております。

設備概要にて空調有と記載されているが、店舗専用の天カ
セやルームエアコンの設置は可能か。

設置は可能です。運営事業者決定後、工事詳細について
は協議させていただきます。



質問
番号

該当
ページ

質問内容 回答

22 ｐ6-5-⑹

23
該当ページ
なし

24
該当ページ
なし

25 ｐ8-6-⑴

26 ｐ8-7-⑷

27 ｐ2-3

28 ｐ2-3

29 ｐ2-3

30 ｐ2-3

31 ｐ2-3

32 ｐ2-3

33 ｐ2-3

34 ｐ2-3

35 ｐ2-3

給水子メーターについて、仕様の指定はあるか。（パルス
の有無）

運営事業者決定後、協議させていただきます。

動力、電灯幹線について
①テナント独自の分電盤設置は可能か。
②動力、電灯の使用可能な電気容量の提示をお願いした
い。
③電気子メーターの仕様の指定はあるか。（パルスの有
無）

①設置は可能です。運営事業者決定後、工事詳細につい
ては協議させていただきます。
②動力125Ａ、電灯75Ａとなります。
③指定は特にありません。
④図面については提供いたします。

弱電設備について
①館内自営業者がある場合は紹介願いたい。
②メタル回線10Ｐ、光回線２回戦が必要
③交換機室MDF経由で店舗内設置場所まで空配管が必要
④電話について、一般回線が１本、ISDN回線が１本
⑤弱電設備図面の提示をお願いしたい。
⑥交換機室と店舗の位置関係がわかる図面提示をお願い
したい。
⑦病院内の内線電話設置は必要か。
⑧非常放送及び院内放送設備はあるか。

①当該業者は特にありません。
②運営事業者様にて手配をお願いいたします。
③運営事業者様にて手配をお願いいたします。
④運営事業者様にて手配をお願いいたします。
⑤⑥図面については提供いたします。
⑦運営者の判断によりますが、職員の利便性を考えるとこ
れまでと同様に設置が望ましいと考えます。
⑧当該設備はございます。

冷凍室外機を設置するが、
①室外機設置可能な場所はどこか。
②設置場所の図面提示をお願いしたい。

設置場所について、運営事業者決定後、協議させていただ
きます。

空調、換気について
①24時間単独運転可能か。
②営業時間外も運転することは可能か。
③空調、換気設備図面の提示をお願いしたい。

①②については、運営事業者決定後、協議させていただき
ます。
③図面については提供いたします。

床排水を必要箇所設ける予定
①床コア抜きは可能か
②給排水衛生設備図面の提示をお願いしたい。

①については、運営事業者決定後、協議させていただきま
す。
②図面については提供いたします。

サッシ及び間仕切壁の取扱いについて
①原状回復（引渡し）の状態はどのようになるか
②室内廊下側のサッシ残置は可能か。（再利用を検討）
③事務室、倉庫１の間仕切壁の撤去は可能か。
④事務室の床嵩上げ部分の撤去は可能か。

①ショーケースや看板等を撤去した状態となります。
②残置は可能です。運営事業者決定後、工事詳細につい
ては協議させていただきます。
③④どちらも撤去可能です。運営事業者決定後、工事詳細
については協議させていただきます。

入口上部（廊下側）に内照式の店頭看板を取り付けること
は問題ないか。

問題ありません。

内装仕上げは変更可能か
・売場壁：不燃アルミ複合版
・売場天井：ジブトーン

内装仕上げは変更可能です。運営事業者決定後、工事詳
細については協議させていただきます。

事業者の組合せ条件及び評価項目表の作成方法につい
て
組合せ条件は下記の３通りのうちどれか。
①売店と喫茶店との両方を一社が運営（ＦＣ）するパターン
　その際の評価項目は１枚か。プレゼンは１社（運営者）又
は２社（売店本部）又は３社（喫茶店本部）ですることになる
がいかがか。
②売店と喫茶店業者がグループを組むパターン
　その際の評価項目表は１枚（合体型）か、それとも各々の
業者が各自で作るものか。
③売店は売店、喫茶店は喫茶店で応募してもよいか。
　その際の評価項目表はそれぞれに作ることになるが（２
枚）、よいか。

①以外は認めないか。また、①②③があった場合、点数表
の枚数が異なることになるが、どのように評価するのか。

事業者の組合せ及び評価項目表についての条件は、質問
事項の選択肢①（売店と喫茶店の両方を一社が運営する
パターン）又は②（売店と喫茶店事業者がグループを組む
パターン）となります。

なお、売店、喫茶店事業者ともに、複数の応募は認めませ
ん。(売店と喫茶店事業者がグループを組み替えて応募す
ることはできません。)

いずれの場合も、評価項目表は１枚（②の場合はグループ
で１枚）となります。

本部による申し込みで、ＦＣ契約をしている運営者による運
営は問題ないか。

問題ありません。行政財産目的外使用許可と合わせ、許可
書を補填するものとして覚書を準備し、そこでフランチャイ
ズ事業者を明確にしていただきます。
なお、応募書類にはフランチャイズ事業者の概要がわかる
資料を添付してください。

①グループの判断はどのようにするのか。
②提出書類は参加グループによるまとめて提出か
③企画提案書はグループ各社が別々に作成でよいか。

提出書類の中で、免許等の写しとはCVSの場合どのような
書類を提出すればよいか。店舗がないため、営業許可証な
どは現時点ではない。

①提出いただく応募申請書にて、売店又は喫茶店事業者
様どちらかが申請者となり、余白部分にグループとなる事
業者様をご記載ください。
②お見込みのとおりです。
③企画提案書の作成は別々に作成しても、まとめて作成し
ても構いません。募集要項12ｐの選定基準に沿ってわかり
やすく作成ください。なお、プレゼンテーションの時間は限ら
れておりますので、ご留意ください（売店・喫茶店合わせて
30分を想定）。

電気及び水道の単価を提示いただきたい（現状のもの） 令和４年度における病院局の電気及び水道の単価は以下
のとおりです。
【電気料金単価】
・基本料金：
・電力量料金単価：16.55円
・再生可能エネルギー賦課金単価：3.45円
※燃料費調整単価は令和４年度大きく変動しているため、
ほくでんＨＰ等をご確認ください。
【水道料金単価】
・基本料金　　　：511,000円
・従量料金単価：375円

店舗正面に設置されている飲料自動販売機の管理と所有
者（連絡先が当該店舗と案内されている。）
また、院内に設置されている食品や飲料・マスク自動販売
機の所有者

店舗正面に設置されている自動販売機は、病院地下１階
から３階外来までの自動販売機設置事業者である㈱アペッ
クスが管理しているものです。連絡先に売店事業者が記載
されているのは、事業者様のご厚意によるものです。
また、当院地下１階から３階外来までに設置されている食
品及び飲料の自動販売機は㈱アペックスが、マスク自動販
売機は㈱フクリ企画サービスが設置しているものです。
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36 ｐ2-3

37 ｐ2-3

38 ｐ2-3

39 ｐ2-3

40 ｐ2-3

41 ｐ2-3

42 ｐ2-3

43 ｐ2-3

44 ｐ2-3

45 ｐ2-3

46 ｐ1

47 ｐ7-6-⑹

48 ｐ10～11

49
該当ページ
なし

50 ｐ10-7-⑷

11月下旬予定のプレゼンレーションの日程は決定している
か。日程確定の通知はいつもらえるか。
また、プレゼンテーションにおいて試飲試食は行われるか。
参加人数もご教示いただきたい。

プレゼンテーションの日程については、現在11/28の週で実
施する方向で検討しております。日程確定の通知は応募い
ただいた事業者に対し、11/21（月）に通知する予定です。
また、プレゼンテーションにおける試飲試食については、道
内の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況に鑑
み、ご遠慮いただきたく、お願いいたします。プレゼンテー
ションは委員８名、事務局３名程度の参加を想定しておりま
す。

北側入口は感染症病棟の入口となるか。また、本入口から
本喫茶区画まで入ることは可能か。

当院ＨＰに掲載されている「北側入口」は、感染症病棟の入
口となり、ここを利用しての出入りはできません。

応募提出書類について、(エ)免許証の写しは売店について
は提出不要という理解でよいか。

お見込みのとおり、喫茶店について提出をお願いしており
ます。

店舗入口横の自動販売機の電源は、売店とは別途で供給
されているという理解でよいか。

お見込みのとおり、別途供給されているものになります。

①喫茶単体での申し込みは可能か。または売店・喫茶店
セットで提出することが必須か。
②セット必須の場合、提案書は一つにまとめるという認識
でよろしいか。

①喫茶店単体での申し込みはできません。売店・喫茶店
セットで応募いただくことが必須となります。この場合、売店
及び喫茶店を一つの事業者が運営するかたちでも、売店・
喫茶店の運営事業者がグループを作るかたちでも構いま
せん。
②企画提案書の作成は別々に作成しても、まとめて作成し
ても構いません。募集要項12ｐの選定基準に沿ってわかり
やすく作成ください。なお、プレゼンテーションの時間は限ら
れておりますので、ご留意ください（売店・喫茶店合わせて
30分を想定）。

加算料のうち、建物維持管理費についてはカフェ区画内に
適用されるものとなるか。又は病院施設全体に適用される
ものか。

建物維持管理費については、病院全体に係る費用のうち、
使用許可割合に応じた額を徴収いたします。

①工事材料の搬入経路を教えてほしい。また、経路の養
生・仮囲い等の指示はあるか。
②仮囲いの仕様の指示はあるか。また、搬入車両の駐車、
荷下ろしスペース、時間の制限等について教えてほしい。

①仮囲いについての指示は特にありませんが、養生は必
要となります。
②搬入車両によって異なる可能性があるため、運営事業者
決定後、協議させていただきます。

仮設店舗について
①仮設店舗設置場所の電気設備図面、給排水設備図面の
提示をお願いしたい。
②使用可能な電気容量の提示をお願いしたい。
③子メーター（電気、給水）設置は必要か。
④仮設店舗の営業開始が４月１日とあるが、本設店舗の原
状回復工事中は営業不要と考えてよいか。

①図面について提供いたします。
②コンセントの各回路は20Ａとなります。
③子メーター設置は必要となります。
④原状回復期間の営業については、運営事業者決定後、
協議させていただきます。

恒温ボックスの設置について、大きさW850×D670×H2130
を２台程度設置予定。設置場所には店舗から電源供給を
行いたいが設置可能な場所はあるか。
※営業時間外に弁当等の商品を納品業者にて配送、保管

許可面積内に設置する限りにおいては設置場所の制限は
ありませんが、それ以外の場合は運営事業者決定後に協
議させていただきます。

店内仕上げ、天井、間仕切り等の撤去により、既存のコン
セント、天井照明器具等は撤去したいと考えているが、
①撤去した物品の保管場所はどうすればよいか。
②セブンイレブンが入居し、撤退する場合、既存のコンセン
ト照明器具等の原状回復はどのようになるか。
③原状回復の状態がわかる図面の提示をお願いしたい。

①保管場所については、運営事業者決定後、協議させて
いただきます。
②原状回復は必要となります。
③図面について提供いたします。

フライヤー設置は可能か。可能な場合、
①フライヤー排気の出口を教えてほしい。
②排気ダクトについて、消防設備（自動消火等）設置等の
指示はあるか。
③その他フライヤー設置について指示事項あれば教えて
ほしい。

①②③について、運営事業者決定後、協議させていただき
ます。

①内装工事の作業可能時間、曜日を教えてほしい
②工事中作業関係車両の駐車スペースは、病院の有料駐
車場の利用でよいか。

①について、運営事業者決定後、協議させていただきま
す。
②お見込みのとおりで問題ありません。

防災設備（スプリンクラー、自火報）について
①現在の施工会社（防災設備会社）を紹介願いたい。
②スプリンクラー設備図面、自火報設備図面の提示をお願
いしたい。

①保守点検業者はニッタン㈱です。
②図面については提供いたします。

排煙の考え方について、機械排煙設備はなかったため自
然排煙と思われるが、この区画の建具表、法チェック表等
の提示をお願いしたい。

資料提示いたします。

公募対象箇所のCAD図面データの提供をお願いしたい。 図面について提供いたします。


