
令和4年5月31日

地方独立行政法人三重県立総合医療センター

案件名：三重県立総合医療センター設備総合管理業務委託

番
号

質問内容 回答

1 現場調査は可能でしょうか。 可能です。

2

入札説明書Ｐ１　５　落札候補者に求められる義務
・落札候補者への通知はいつ発表になりますでしょうか。
・入札実施後に(1)から(4)までの書類を16(6)の締切日時までに･･･
  とありますが16(5)落札候補者に求める書類提出の締切日時及び場所
  令和4年6月28日（火)15時まで でよろしいでしょうか｡

・令和4年7月1日を予定しております。
・よろしいです。

3

入札説明書Ｐ２ ６提案書の作成について
・(4)目次及びページを付し・・・とありますが各項目に添付する資料や写真にも
　通しのページ番号の明記必要でしょうか。
・(5)正本の編綴順序は、評価基準表の評価項目順序の通り・・・
　とありますが、「評価基準表」をいただけますでしょうか。

・資料や写真は通しのページ番号の明記は必要ありません。
・評価基準表は添付資料を参照してください。
　評価項目に関する調書の通り編綴してください。

4
入札説明書Ｐ２　７提案書聴取会の実施について
・提案書以外の資料は使用しても宜しいでしょうか。（プレゼンテーション用等）

・使用しても構いません。

5

入札説明書Ｐ２　８入札方法及び落札者の決定方法について
・(2)入札保証金の納付が必要な場合は・・・
　とありますが、入札保証金が必要になる基準はございましたでしょうか。
　また、支払方法などの手続き方法などを事前に教えていただけますでしょうか。

・入札保証金が必要になる場合は会社の規模、経営状況、契約
　実績などを総合的に判断して決定します。支払方法は銀行
　振込です。

6
業務仕様書Ｐ９　６　営繕業務
・(2)　⑫患者搬送車、作業用自動車等の日常点検
　とありますが、どのような車でしょうか。また、点検表などはございましたでしょうか。

・患者搬送車（トヨタ　ハイエース）、作業用自動車（日産ノート
  （普通自動車）、スズキ　キャリィ（軽トラック））です。
　点検表は添付資料を参照してください。

7

企画提案コンペ参加資格確認申請書について
・３．添付書類(1)基本事項　□登記簿謄本又は登記事項証明書
　とありますが、弊社は5/26（木）に株主総会が開催され、現在（5/23）から内容に変更があ
　るかもしれません、参加申請書の期限6/8（水）までに登記変更が完了しない可能性があり
　ます。その場合は株主総会前の内容でもよろしいでしょうか。

・株主総会前の資料でも構いません。登記完了後に再度提出を
お願いします。

8
評価項目に関する調書について
・企業要件(2)『過去5年間における契約実績証明書』及び『契約履行証明書』を提出して下さ
い。とありますが、契約が満了している業務の契約書でよろしいでしょうか。

・構いません。

9

評価項目に関する調書について
・技術要件　3研修体制(1)貴社の事業年度における研修体制（規定）の有無について評価し
  ます。とありますが、事業年度とは今年度（弊社：令和4年4月1日から令和5年3月31日ま
  で）の研修体制でよろしいでしょうか。
・履行体制(4)配置予定警備員の・・・とありますが、警備員の文言はどの様に変更すればよ
　ろしいでしょうか。
・8　業務全般に対する・・・について記述し、資料を提出してください。
　とありますが、記述する箇所は追加すればよろしいでしょうか。

・よろしいです。
・誤記です。警備員を業務従事者に変更してください。
・追記してください。

10
経歴書
･警備を従事した建築物  とありますが警備の文言はどの様に変更すればよろしいでしょう
  か｡

・誤記です。警備を総合設備管理業務に変更してください。

11
入札に際しての注意事項
･5 「価格評価点」と「技術評価点」の合計・・・
　とありますが､各評価点の項目毎の点数配分表は ございますか。

・添付資料を参照してください。

12 現在､この業務は何名で実施していますでしょうか。 ・開示できません。

13
責任者代理を担う従業員においても､｢過去5年間に200床以上の規模を有する病院において
1年以上の設備管理の経験を有する者｣を選任しなければならないのでしょうか。ご教示願い
ます｡

・代務者については経験は必要ありません。

14

仕様書にある｢保守点検業務等｣について､空調設備機器保守点検項目における①対象機
器②点検回数をご教示ください。
また、令和4年度については、10月よりスタートする為、1年間で実施する内容とは異なるかと
思います。したがいまして、令和4年度に実施する保守点検業務の対象と点検回数について
もご教示願います。

①対象機器は設備機器一覧表を参照してください。
②保守点検仕様書に示す回数としてください。
令和4年度10月以降に実施する回数
中央管制装置6回（月1回）
熱源・ローカル一般機器1回（年1回）
フィルター洗浄・交換2回（年4回）
ファンコイル設備周辺の清掃（年2回）
中・高性能フィルター交換（令和4年度分）

質　疑　回　答　書



番
号

質問内容 回答

15
受水槽・高架水槽点検業務仕様書P28 3-⑬水質検査とありますが、水槽清掃後の三重県
建築物環境基準に基づく水質検査5項目でよろしいでしょうか。

5項目でよろしいです。

16
空調用エアーフィルター交換・点検仕様書（偶数・奇数）P23・P24の交換対象フィルターは受
注者が準備するのでしょうか。

受注者で準備してください。

17
空調用設備機器保守点検業務仕様書P21 2-(4)プレフィルター洗浄交換とありますが、予備
のプレフィルター（洗い替え用）はありますでしょうか。

予備のプレフィルター（洗い替え用）は1セットあります。

18
令和4年4月1日から令和4年9月30日までの保守点検が完了している項目及び点検回数をご
教示願います。

上記番号14の回答を参照してください。

19
5　実施責任者の設置【2頁】
　・・・責任者代理を選任する際、実施責任者と同等の実務経験が必要でしょうか。

代務者については実務経験は必要ありません。

20
3　業務の実施体制等(3)【4頁】
　・・・電気主任技術者の代務者も同等の実務経験が必要でしょうか。

代務者については実務経験は必要ありません。

21
5　電気・機械設備保守点検の内容（3,4,5,6,7,9,10)【6～9頁】
　・・・各項目に記載の『保守管理に伴う小修理（30分～1時間）』とは、一時対応のみという解
釈でよろしいでしょうか。

一時対応と材料等を支給すれば１時間程度で対応できる修繕と
してください。

22

仕様書P5　5電気・機械設備保守管理の内容（院内保育所、看護師宿舎、医師公舎共用部
分を含む）
(3)冷暖房、給排気、給湯、空気調和設備管理業務
③フィルターの清掃（不織布プレフィルター）ファンコイル用
空調用設備機器保守点検業務仕様書　-21-
(5)ファンコイル設備周辺の清掃
上記、記載されたファンコイルの台数を後教示願います。

院内のファンコイルの台数は495台です。
西棟、周産期棟、内視鏡センター、院内保育所、看護師宿舎、
医師公舎共用部にはファンコイルはありません。

23

仕様書P11　９電気設備点検対応
(1)年1回実施される電気設備点検において、実施日の前に予行演習を実施すると共に・・・と
ありますが
予行演習とはどの様な規模、日数でしょうか。

病院内の受排水設備、エレベータ設備、発電設備、電気設備な
どの操作確認で現在は半日程度で実施しています。

24

空調用設備機器保守点検業務仕様書P21_
空調用エアーフィルタ交換・点検仕様書（偶数年度）P23
空調用エアーフィルタ交換・点検仕様書（奇数年度）P24
この仕様書に記載のない事項であっても、発注者（以下「甲」という。）が保守上必要と認める
作業は、受注者（以下「乙」という。）が実施するものとする。
とありますが、発注者が保守上必要と認める作業とはどの様な作業でしょうか。

点検において不具合が発生したときに、不具合を復旧するため
の修繕内容について見積の作成作業をお願いします。

26

仕様書P2　第2　業務の実施
２　勤務体制 P4
下記を参照のこと。感染発生時の対応及び事業継続計画についても提出を行うこと。
とありますが、事業継続計画は感染症発生時の場合のみでよろしいでしょうか。

感染症発生時は必ず記載していただきますが、その他の項目
（災害等）について記載があれば加点の対象となります。

27 夜勤者とは夜間待機業務でしょうか、宿直でしょうか。 夜間待機業務ですが交代で休憩を取ることは可能です。

28
機器一覧表19/46　ＧＨＰ点検　1式　年2回
とありますが、メーカー及び東邦ガス（株）との保守点検契約（部品代含む）を交わしているの
でしょうか。

メーカーはアイシン精機株式会社です。
東邦ガス（株）とは保守点検を交わしておりません。

29
仕様書２頁　７　　業務報告　　（２）　業務日誌
　業務日誌の提出は、毎日の業務終了後速やかに提出となっていますが、翌日の朝や週明
けの朝に提出とすることは可能でしょうか。

翌日の朝や週明けの朝で構いません。



番
号

質問内容 回答

30

営繕業務の業務時間帯について
　現状の営繕業務仕様は営繕員により実施することとなっており、営繕員の勤務時間は平日
８時３０分～１７時１５分となっていますが、公示された入札仕様書では営繕業務の実施時間
帯の記載がございません。営繕業務実施時間帯は平日８時３０分～１７時１５分と考えてよろ
しいでしょうか。

平日８時３０分～１７時１５分と考えて構いません。

31
仕様書２３頁、２４頁　空調用エアーフィルター交換・点検
　交換後の粉塵量測定は、交換対象機器の全系統に対して実施が必要でしょうか。（OP室
系統以外の一般的な清浄度居室系統も必要でしょうか。）

ＯＰ室以外は系統毎代表的な箇所のみ（病棟毎など）で構いま
せん。

32

仕様書１１頁　電気設備点検対応
　各病棟などの仮設配線や仮設照明、仮設発電機の設置とありますが、配線・照明器具・発
電機に掛かる費用は甲負担でしょうか？
また、仮設必要箇所は事前に甲より指示がありますか？
乙負担の場合は、仮設容量、配線距離など御教示願います。

配線・照明器具・発電機は甲負担です。
発電機の試運転や整備はお願いします。
仮設必要箇所は事前に指示します。

33
仕様書１８～２０頁　点検周期
３月とは「３ヶ月に１回」の認識でよろしいでしょうか？

よろしいです。

34
仕様書２１頁　空調用設備機器保守点検業務仕様書
　一品あたり１０，０００円未満、５，０００円未満の部品と記載がありますが、定価ベース（税
込）の認識でよろしいでしょうか？

よろしいです。

35
設備機器一覧表にディーゼル発電機がありますが、
負荷試験・内部監察などは今回の仕様対象外でよろしいでしょうか？

対象外です。

36
仕様書２３，２４頁　空調用エアフィルター交換
　フィルター部品代も乙負担でしょうか？

フィルター部品は乙負担です。

37
仕様書２７，２８頁　受水槽・高架水槽清掃点検
年１回の簡易専用水道検査は今回の仕様対象外でよろしいでしょうか？

対象外です。

38

６営繕業務⑥病棟等のカーテン交換・清掃
　感染症病棟のカーテン交換・清掃は含まれますでしょうか。
含まれる場合には、室内消毒を病院側で行うもしくは、７２時間以上放置した後など安全が
確認された後の作業でしょうか？
　また、防護服、エプロン、キャップ、手袋、N95マスク、フェースガードなどは甲の支給でよろ
しいでしょうか？
　患者様が退院された空床の認識でよろしいでしょうか？

コロナ病棟を除く感染症病棟のカーテン交換・清掃は含まれま
すが、室内消毒後の作業となります。
防護服、エプロン、キャップ、手袋、Ｎ９５マスク、フェイスガード
は必要であれば乙が負担してください。
患者様が退院された空床という認識でよろしいです。

39
空調用エアーフィルター交換・点検（偶数年度）
　作業実施時期の記載がありませんが、令和４年度の実施済み箇所はございますでしょう
か。１０月以降で機器一覧に記載の数量を交換・点検することになりますでしょうか。

令和４年度については１０月以降で記載の数量を交換・点検し
てください。

40

仕様書４頁　３業務の実施体制等　（６）　受検申請についての手続き
手続きは乙が行うこととし、それに要する費用は乙の負担とする。対象となる検査をご教授く
ださい。圧力容器性能検査や簡易水道検査の受検申請、受検費用は対象となりますでしょう
か。圧力容器性能検査の検査前整備は業務に含まれますでしょうか。

圧力容器性能検査や簡易水道検査の受験申請、費用は対象に
なりません。圧力容器性能検査の検査前整備は業務に含まれ
ませんが、整備や受験前のバルブ操作や圧力容器の運用変更
作業は業務含まれます。

41
仕様書４頁　２勤務体制等　（１）平日日勤者
　平日日勤技術者６名とありますが、６名の内に、実施責任者、もしくは責任者代理を含むと
いう認識でよろしいでしょうか。

含みません。実施責任者、もしくは責任者代理は別途配置してく
ださい。

42
仕様書９頁　６営繕業務（２）④
　料金回収時の機器操作とありますが、機器操作のみで現金は貴院ご担当者様に回収いた
だく認識でよろしいでしょうか。

回収は２週間に１回で職員も立会いします。

43
仕様書２３頁２４頁　エアーフィルター交換・点検仕様書
　FU 系統のフィルター交換は法令上指定の技術者が行う。とありますが、想定されている法
令上指定要件をご教示ください。

放射線取扱主任者です。



番
号

質問内容 回答

44
入札説明書１項３　　評価基準額
　評価基準額を３７０，９８６，０００円税込に設定した根拠があればご教示ください。

根拠は建築保全業務積算基準、令和４年度建築保全業務労務
単価及び見積です。

45

入札説明書（仕様書）（企画提案コンペ）ページ：１
２履行期間及び履行場所
（１）履行期間　令和４年１０月１日０時から令和７年３月３１日２４時までの場合、令和４年度
４月～９月末迄の入札仕様に含まれている実施済み（予定）の保守内容をご教示ください。
（年１回作業の場合、履行期間で計３回実施するのか、２回でよいのか等）

令和４年度点検（予定）
自動ドア設備保守点検業務１回、自家発電設備保守点検業務
１回、直流電源装置保守点検業務１回、排水除外設備定期保
守点検業務２６回（週１回分）６回（月１回分）、電力中央監視設
備保守点検業無１回、空調設備保守点検業務２回、フィルタ交
換（令和４年度分）、ファン点検１回、感染病室用空気清浄機保
守点検業務３回、貯湯槽保守点検１回、地下タンク定期点検１
回

46

三重県立総合医療センター設備総合管理業務仕様書　ページ：３
第２　業務の実施
（２）保守定期点検業務を委託する設備及び委託する測定等の中で、⑥⑦⑩の日常点検、冷
暖切替対応については、再委託ではなく、常駐設備員による対応と考えて宜しいでしょう
か？

ＥＳＣＯ事業者と協力しながら対応お願いします。

47

三重県立総合医療センター設備総合管理業務仕様書　ページ：６
５　電気・機械設備保守管理の内容
（２）電気設備管理業務
「～別に定める保安規定に基づき当該自家用電気工作物の保安確保に当たらせること。」と
ありますが、年１回等の年次点検作業は、主任技術者による電気設備遮断操作・仮復旧操
作以外は別途、病院様直発注と考えて宜しいでしょうか？

病院発注ですが仮設準備や設備の養生の対応があります。

48

三重県立総合医療センター設備総合管理業務仕様書　ページ：６～９
５　電気・機械設備保守管理の内容
（２）電気設備管理業務～　　（９）搬送設備管理業務野中で、別紙「日常巡視点検表」に載っ
ていない設備の点検仕様・回数をご教示ください。もしくは、既存の点検報告書をご提示願い
ます。

別紙参照してください。

49

三重県立総合医療センター設備総合管理業務仕様書　ページ：６
５　電気・機械設備保守管理の内容
（２）電気設備管理業務
④の各部署から点検、修理の要請があった場合に対応すること。の対象自動ドア設備につ
いては、定期保守（年２回）は必要ないと考えて宜しいでしょうか？
※別紙「設備機器一覧表」のP2「自動ドア設備」分

定期点検は必要です。

50

三重県立総合医療センター設備総合管理業務仕様書　ページ：８
５　電気・機械設備保守管理の内容
（６）各種防災設備管理業務
消防法に基づく年２回点検は別途と考えて宜しいでしょうか？

消防法に基づく点検は別途です。

51

三重県立総合医療センター設備総合管理業務仕様書　ページ：１０
８　保守定期点検業務等
②排水処理、除外施設保守点検
対象は「三重県立総合医療センター設備機器一覧表」のP.5の「除外設備」（厨房・洗濯排水
処理施設～検査系排水処理施設の計４施設）と考えて宜しいでしょうか？処理水は地下道
へ排水しているのでしょうか？
また、費用算出に当たり、詳細な点検仕様（現状の点検内容を含む）、「イ」スクリーン設備等
の洗浄、清掃の実施回数、「エ」水質検査の各３箇所の検査項目をご教示ください。もしく
は、回数の分かる過去の報告書や図面等をご開示いただけますでしょうか？
産廃処分がある場合は、別途費用との認識でよろしいでしょうか？
残滓処分に含む場合、実績をご教示ください。

閲覧は可能です。
閲覧希望の場合はご連絡ください。
産廃処分は別途費用となります。

52

三重県立総合医療センター設備総合管理業務仕様書　ページ：１０
８　保守定期点検業務等
③直流電源装置保守点検
「消防法に基づき、年１回整流器精密点検、蓄電池精密点検を行うこと」については、消防法
に基づく総合点検を年１回実施すればよく、年２回実施する必要はないという認識で宜しいで
しょうか？

年１回でよろしいです。

53

三重県立総合医療センター設備総合管理業務仕様書　ページ：１０
８　保守定期点検業務等
④井水、缶水、上水、水質検査
各水質検査項目をご教示ください。
また、井水の使用内容（供給先）も合わせてご教示願います。

日常点検報告書を参照してください。
井水の供給元は三菱ケミカルアクアソリューションズです。

54

三重県立総合医療センター設備総合管理業務仕様書　ページ：１０
８　保守定期点検業務等
⑤空調用設備機器保守点検
「またフロン排出抑制法に基づく点検を実施すること。」については、定期点検（１回/３年）対
象機器確認ため、圧縮機容量の分かる図面（機器表）、もしくは過去の報告書をご開示願い
ます。※「三重県立総合医療センター設備機器一覧表」の型式では、室内機・外機が混在し
ており、型式廃盤等もある為、対象台数が不明。

添付資料を参照してください。

55

三重県立総合医療センター設備総合管理業務仕様書　ページ：１１
８　保守定期点検業務等
（２）②建築基準法に基づく定期報告
現状の資料では概算費用でのご提示しか出来ない為、過去の点検報告書、関連図面をご開
示ください。

閲覧は可能です。
閲覧希望の場合はご連絡ください。
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56

三重県立総合医療センター設備総合管理業務仕様書　ページ：１１
９　電気設備点検対応
（１）「～仮設配線や仮設照明、仮設発電機の設置を実施する。」については、病院様にてご
用意された仮設設備の設置を行うという認識で宜しいでしょうか？

その認識でよろしいです。

57

三重県立総合医療センター設備総合管理業務仕様書　ページ：２１
空調用設備機器保守点検業務仕様書
（１）　空調用機器
①「空調用設備機器点検仕様書に基づき～」については配布資料に無く点検整備内容が不
明の為、別途ご提示お願い致します。また、対象台数も設備機器一覧表では室外機・室内
機の正確な台数や機器仕様（加湿器の有無等）が不明のであり、概算費用でのご提示とな
るため、正確な対象機器が分かる図面（機器表・系統図等）、過去の報告書をご提示願いま
す。

閲覧は可能です。
閲覧希望の場合はご連絡ください。

58

三重県立総合医療センター設備総合管理業務仕様書　ページ：２１
空調用設備機器保守点検業務仕様書
（４）フィルター洗浄交換
費用算出に当たり、図面（機器表）、もしくは対象台数の分かる過去の報告書等をご開示願
います。
（「三重県立総合医療センター設備機器一覧表」では、詳細なフィルター台数が不明の為。）

添付資料を参照してください。

59

三重県立総合医療センター設備総合管理業務仕様書　ページ：２１
空調用設備機器保守点検業務仕様書
（５）ファンコイル設備周辺の清掃
対象機器は、P23,24の空調用エアフィルター交換・点検仕様書と同様と考えて宜しいでしょう
か？
台数や設置状況が不明な為、機器表、系統図、図面を開示いただけますでしょうか。

添付資料を参照してください。

60

三重県立総合医療センター設備総合管理業務仕様書　ページ：２３、２４
空調用エアフィルター交換・点検仕様書
３．（５）交換後粉塵量の測定を行い、性能検査報告書を提出とありますが、費用算出にあた
り、過去に実施した１回当りの測定系統数・内容をご教示ください。

閲覧は可能です。
閲覧希望の場合はご連絡ください。

61

三重県立総合医療センター設備総合管理業務仕様書　ページ：２３、２４
空調用エアフィルター交換・点検仕様書
３．（６）RI放射性フィルターの廃棄処分は甲にて行うということで、RI系統フィルターの台数が
分かる図面・報告書をご提示ください。

閲覧は可能です。
閲覧希望の場合はご連絡ください。

62
評価項目に関する調書　ページ：３
４　履行体制
　（４）「配置予定警備員の～」は「配置予定設備員」と読み替えて宜しいでしょうか？

読み替えてください。

63

評価項目に関する調書　ページ：３
４　履行体制
　（④）②配置予定の業務従事者は、正規雇用（予定）の者とする。について、技術員等は派
遣、直庸パート、出向社員としての雇用形態で配置は可能でしょうか？

業務責任者、電気主任技術者、電気工事士、危険物取扱者は
正規雇用としてください。その他の従事者については配置は可
能です。

64
評価項目に関する調書　ページ：１
１　契約実績（２）
「契約履行証明書」について、指定書式はありますか。あれば提示をお願いします。

評価項目提出書類を参照してください。

65

評価項目に関する調書　ページ：１
３　研修体制（２）③
研修実績について、「研修実績がいずれも全くない場合」とは「a.業務従事者の資質向上」、
「b.危機管理」、「c.接遇」のそれぞれについて研修実績が必要でしょうか。それともどれかひ
とつでも実績があれば良いでしょうか。

ひとつでも実績があれば良いです。

66

評価項目に関する調書　ページ：１
３　研修体制（２）③
研修実績について、コロナ禍により研修を自粛、縮小している場合、指定された期間ではな
く、コロナ前の実績を提出することは可能でしょうか。

指定された期間でお願いします。聴取会にて自粛、縮小してい
ることをお伝えください。

67

入札説明書（仕様書）　ページ：１
６（１）提案書の作成について
「評価基準表及び評価項目に関する調書」のうち「評価基準表」が資料には含まれていませ
ん。開示をお願いいたします。

添付資料を参照して下さい。

68
入札説明書（仕様書）　ページ：２
６（３）提案書のページ数は概ね３００ページとありますが、添付する資料（テキストや写真等）
もページ数に含むと考えて宜しいでしょうか。

添付する資料はペ－ジ数に含みません。
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69

入札説明書（仕様書）　ページ：２、３、及び契約実績証明書
８（２）入札保証金の納付が必要となる場合はどのような場合でしょうか。
また、９契約保証金は「契約実績証明書」の３．に「１件以上の契約実績（過去５年間）が認め
られた場合は、契約保証金の免除要件となります。」と書かれていますが１件以上の契約実
績があれば契約保証金は免除されるとの理解でよろしいでしょうか。
また、入札保証金と契約保証金の納付が必要となった場合の納付スケジュールや納付方法
等についてご教示ください。

１件以上の契約があれば免除されるとの理解でよろしいです。
納付が必要となった場合は入札までに銀行振込みにて納付願
います。

70

入札説明書（仕様書）　ページ：３
９　契約方法に関する事項
　（１）契約条項は、別途定める契約書の通りです。とありますが契約書の文案をご教示くだ
さい。

添付資料を参照してください。

71

三重県立総合医療センター設備総合管理業務仕様書　ページ：１
３　受注者の負担
　制服、備品、什器等の消耗品に関する費用は乙の負担となっていますが、中央監視室、控
室に既に備え付けられている什器、備品はありますか。ある場合、種類（机、椅子、ロッカー
など）と数量をご教示ください。

机１０台、椅子１１脚、ロッカー１６台です。

72

三重県立総合医療センター設備総合管理業務仕様書　ページ：１
４　監督員
　甲が定める監督員は、甲の組織内の人材から定めるのでしょうか。それとも外部人材から
定めるのでしょうか。

甲の組織内の人材から定めます。

73
三重県立総合医療センター設備総合管理業務仕様書　ページ：３
２　勤務体制等
　現在の常駐者（技術者）の勤務ローテーションをご開示ください。

開示できません。

74

三重県立総合医療センター設備総合管理業務仕様書　ページ：９
６　営繕業務
　営繕業務は監督員から乙に指示、依頼があるとの理解でよろしいでしょうか。
それとも、口頭のみでしょうか。指示依頼方法についてご教示ください。
また、過去３年分の年度ごと営繕依頼件数をご教示ください。

監督員または看護師、技師などから口頭にて依頼があります。
過去３年間の営繕依頼件数は以下の通りです。
令和元年度　３４８７件
令和２年度　 ３５３６件
令和３年度　 ３６６２件

75

三重県立総合医療センター設備機器一覧表　ページ：１０
No.１３，１４の自動ドア設備保守点検費用算出にあたり、メーカー：寺岡オートドア（株）の機
器仕様が分かる図面・報告書のご提示お願い致します。（仕様として、両開き片開き、扉重量
等）

添付資料を参照してください。


