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尾道市立市民病院床頭台等賃貸借公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 目的 

  尾道市立市民病院における、床頭台等賃貸借（以下「本業務」とする。）について、費用、

職員の業務効率の改善、患者サービスの向上のため最も適切な事業者を選定するため、公募

型プロポーザル（以下「プロポーザル」という。）を実施することとする。本要領は、事業

者の選定手続き等に必要な事項を定める。 

 

２ 業務内容 

  尾道市立市民病院床頭台等賃貸借（詳細は仕様書のとおり） 

 

３ 契約内容 

（１） 契約形態  賃貸借契約 

（２） 契約期間 令和 5年 4月 1日から令和 10年 3月 31日まで 

   

４ 参加要件 

  本プロポーザルに参加する者は、次の要件を全て満たす者でなければならない。 

（１）国税及び地方税の滞納がないこと。 

（２）尾道市からの業務発注等において指名停止措置を受けていないこと。 

（３）当事業を運営するにあたり、関係法令の規定に基づく許認可等（届出を含む）が必

要な場合は、それらの資格を有していること。 

（４）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定による一般競争

入札の参加者の資格を有する者であること。 

（５）次のア～ウまでのいずれかに該当しない者であること 

ア 会社更生法に基づき更生手続きの申立てがなされている者 

イ 民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者 

ウ 破産法に基づき破産手続開始の申立てがなされている者 

（６）病床数が 250 床以上の国内の病院において、過去 5 年以内に 3 年以上継続して床頭

台等設置運営事業の実績を有する者であること。 

（７）広島県内に本社、支社、営業所のいずれかがあること。 

 

５ スケジュール 

年月日 内 容 

令和 4年 11月 15 日（火） 公告 

令和 4年 11月 15 日（火）から 

令和 4年 11月 29 日（火）まで 
実施要領等の配布期間 

令和 4年 11月 29 日（火） 参加表明書の提出期限 
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令和 4年 12月 5日（月） 参加資格確認の結果通知 

令和 4年 12月 7日（水） 質問書提出期限 

令和 4年 12月 9日（金）  質問書に対する回答期限 

令和 4年 12月 16 日（金） 企画提案書の提出期限 

令和 4年 12月 22 日（木）予定 プレゼンテーションの実施 

令和 4年 12月 27 日（火）予定  企画提案書の選定通知 

 

６ 募集要領等の入手方法 

  募集要領、参加表明書その他の資料・様式は、尾道市立市民病院事務局総務人事課で受領

するか、又は尾道市立市民病院ホームページからダウンロードすること。 

   

７ 質問書の受付及び回答 

（１）提出期限  令和 4年 12月 7日（水） 午後 5時【必着】 

（２）提出場所  尾道市立市民病院総務人事課 

           〒722-8503 尾道市新高山三丁目 1170番地 177 

          電話番号  0848-47-1155 

（３）提出方法  ＦＡＸ又はメールにより提出すること。（様式第 1号） 

           ＦＡＸ：0848-47-1004 

メールアドレス：byoin@city.onomichi.hiroshima.jp 

           ※到達を電話確認すること。 

（４）回答日   令和 4年 12 月 9日（金） 午後 5時までに回答 

（５）回答方法  参加表明者全員に対し、質問書提出期間内に受領した質問内容及び回答

を電子メールにて返信する。 

 

８ 参加表明書の提出書類等 

（１）提出期限  令和 4年 11月 29日（火） 午後 5時【必着】 

※受付は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に 

規定する休日を除く午前 9時から午後 5時まで 

（２）提出場所 ７-（２）と同じ 

（３）提出方法 持参又は郵送により提出すること。 

（４）提出書類 ① 参加表明書（様式第２号） 

         ② 会社概要書 

          企業経歴、資本金、従業員数等がわかるもの。 

         ③ 実績報告書 

          現在契約中の病院、各病院の病床数、契約期間等を記載すること。 

         ④ 財務諸表 

          貸借対照表、損益計算書など経営実績のわかるもの。 

         ⑤ 市税の完納証明書（原本）※市内の事業者に限る。 

          本市に納付すべき市税の滞納がないことを証明したもの。 

         ⑥ 納税証明書（写しでも可） 
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          国に納付すべき消費税及び地方消費税の納税証明書。 

         ⑦ 商業用登記簿謄本（写しでも可） 

         ⑧ 印鑑証明書（原本） 

 

９ 参加者の決定 

  参加表明を行った者のうち、「４ 参加要件」に定める資格を全て満たすと認められる者

を参加者とし、令和 4 年 12月 5日（月）までに当該者に通知する。 

 

10 提案書等の提出書類等 

（１）提出書類 

 提案書（様式第３号）に次の書類を添付し提出すること。提案者名（住所、商号・名

称、代表者職氏名）の記載及び押印は正本 1 部のみに行い、副本 10 部には提案者名の

記載及び押印はしないこと。 

      ア 企画提案書 

提案書の用紙サイズは、基本的にＡ４（必要に応じてＡ３の折込みも可）とする。

また、50ページ以内とし、以下の内容を網羅していること。 

① 会社概要（他院での導入実績についても記載すること） 

② 配置する機器について 

 ・床頭台（テレビ、冷蔵庫付き） 

 ・洗濯乾燥機 

  ※院内放送の作成手順、放送イメージ等についても記載すること。 

※配置する機器については、メーカー、サイズ、消費電力、仕様等の詳細を

記載すること。 

③ 床頭台、洗濯乾燥機の運用について 

  常駐スタッフの配置、清掃等衛生管理（清掃時の手順及び使用する薬剤等）、

問い合わせ・苦情への対応、個人情報保護への配慮、スタッフへの教育・研修

体制について記載すること。 

④ 病院職員にとってのメリット 

⑤ 仕様に含まれない、本事業における有用な提案事項（自由提案） 

    ※ 提案書の内容については、原則として見積金額に反映していること。機能の拡張

性、オプションについて等、見積金額に反映しない内容を提案書に含める場合は、

明確に「見積対象外」などと明示すること。 

    イ 見積書（様式第４号） 

（２）提出期限 令和 4年 12 月 16 日（金）【必着】 

※受付は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に 

規定する休日を除く午前 9時から午後 5時まで 

（３）提出場所 ７-（２）と同じ 

 （４）提出方法 持参又は郵送（配達証明付き書留郵便）により提出すること。 

 （５）提出部数 提案書正本 1部 提案書副本 10部 
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11 辞退 

（１）参加表明書提出後に本プロポーザルへの参加を辞退するときは、参加辞退届（様式第

５号）を提出すること。 

 （２）提出期限 

    令和 4年 12月 16 日（金） 午後 5時まで【必着】 

 （３）提出先 

    ７-（２）と同じ 

 

12 選定方法 

 （１）提案書の審査は、尾道市立市民病院床頭台等賃貸借公募型プロポーザル審査委員会（以

下「委員会」という。）において行う。 

 （２）プレゼンテーションの日程等 

    開催日時、場所、所要時間、出席者数の制限等については、提案書を提出した者に対

して別途連絡する。なお、使用するプロジェクター及びスクリーンは当院が準備する。

その他の機器（パソコン等）については参加者が準備すること。 

    感染流行期には書面審査とする場合がある。 

    参加事業者が多数の場合は書面審査によりプレゼンテーションの参加業者を選定す

る場合がある。 

 （３）評価項目及び配点 

    別紙のとおり 

 （４）運営事業者の選定 

   ① 委員会において得点の総計が最も高い提案をした者を運営事業者とする。 

   ② 得点の総計が最も高い提案をしたものが２者以上いる場合はくじ引きとする。 

   ③ 選定結果は、提案書を提出した者に対し、書面により結果を通知する。また、尾道

市立市民病院ホームページにおいて公表する。 

   ④ 選定結果及び経過等についての問い合わせ、異議申し立てに対しては一切応じない。 

 

13 選定後の手続き  

（１）当院と運営事業者は、提案内容等について協議したのち、提案・協議内容を加えた仕

様書を作成することとする。 

（２）前号の協議が整わなかった場合には、順次、得点の総計が高い提案をした者と、前号

と同様の協議等を行うものとする。 

（３）床頭台等の納入期限は、令和 5年 3月下旬頃とする。 

 

14 失格事項 

  提案者又は提出された提案書が、次のいずれかに該当する場合は、当該提案者を失格とす

る。 

（１）参加資格要件を満たしていない場合 

 （２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

 （３）募集要領で示された、提出期限、提出先、書類作成上の留意事項等との条件に適合し



5 

 

ない書類の提出があった場合 

 （４）選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 

15 その他 

 （１）参加者が１者であっても評価を行う。ただし、運営事業者として適当でないと認めら

れる場合は、運営事業者を選定しないことがある。 

（２）本プロポーザルの参加に係る一切の経費は、参加者の負担とする。 

 （３）提出された書類は返却しない。 

 （４）提案書受理後の変更又は取り消しをすることはできない。 

 （５）審査に係る内容を確認するため、追加資料の提出を求めることがある。 

 （６）このプロポーザルにおいて使用する言語は日本語とし、通貨及び単位は日本国通貨及

び円とする。 

 （７）提案内容については、提案された賃料の金額内で実施できることを確約したものとみ

なす。 

 （８）本契約は、本契約に係る 2023 年度（令和 5 年度）歳入歳出予算が成立した時をもっ

て効力を生じるものとする。予算が否決されたと場合はプロポーザルを中止し、本契約

を取り消す。この場合において、当院は何ら責任を負わないものとする。 

 （９）参加者は、参加表明書の提出をもって、実施要領等の記載内容に同意したものとする。 
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別紙               

尾道市立市民病院床頭台設置運営事業 評価項目表 

 

評価項目 評価内容 点数 

事業者の信頼性 本業務の取り組み方針、実績、経営の安定性 10 

設置機器 床頭台 必要な機能、安全性、使い易さ等、療養環境に

適しているか評価 

30 

テレビ 画面サイズ、見易さ、操作性、安全性、省エネ

性能等を評価 

10 

冷蔵庫 衛生面、冷却能力、使い易さ、機器の信頼性、

省エネ性能等を評価 

10 

ランドリー メンテナンス体制、衛生面、使い易さ、機器の

信頼性、省エネ性能等を評価 

10 

保守管理体制 
全体のメンテナンス体制、緊急時の体制等、十

分な能力を備えている提案であるかを評価 
20 

自由提案 
患者サービス、その他提案、その他病院の業務

改善に繋がる提案を評価 
20 

賃貸借料 
月額の賃貸借料について評価 

40 

合計 150 

 


