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地域医療センターかさま建物総合管理業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

地域医療センターかさまは，市立病院や健康増進課（保健センター），地域包括支援センター及

び病児保育室を併設する施設である。 

本業務を一括して委託するにあたっては，委託契約事務の軽減や，全ての業務の関連性が深い事

から受託業者の効率を高め，市立病院の患者や併設施設への来庁者に対し安心・安全を提供するた

めに実施するもので，選定にあたっては提示金額と参加希望者の企業姿勢・職員教育・実績等を総

合的に勘案し選定するものである。 

 

２ 業務内容 

地域医療センターかさま全体の施設内の管理全般や夜間等警備業務及び設備管理業務等を一元的

に管理するものである。 

本業務の詳細については，各種仕様書のとおりとする。ただし，本業務を受託するにあたり，元

請及び下請の別の制限はないが，すべての業務は，元請との包括的契約となる事から，委託者との

連絡等もすべて元請となるので申し添える。 

 

３ 業務に要する費用（限度額） 

総額 ２１，２００千円（消費税含む） 

内訳 

（１）清掃管理業務 

（２）警備等施設管理業務 

（３）害虫防除作業業務 

（４）消防用設備保守点検業務 

（５）空調設備保守点検業務 

（６）受水槽清掃消毒及び点検業務 

（７）自動ドア保守点検業務 

（８）自家用電気工作物保安業務 

（９）空気環境測定業務 

  

４ 委託範囲 

各種仕様書のとおり 

 

５ 契約形態 

公募型プロポーザル方式 

 

６ 実施場所及び契約期間 

笠間市南友部 1966番地の 1 地域医療センターかさま 

平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで（５年間） 
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７ 参加資格基準 

本業務のプロポーザルに参加を希望する者は，次のすべての要件を満たしていること。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当していない者及び同条第２項の規定

に基づく笠間市の入札参加制限を受けていない者であること。 

（２）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平

成11年法律第225号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

（３）参加表明書の提出日に官公庁から指名停止措置を受けていない者であること。 

（４）笠間市暴力団排除条例（平成 23 年笠間市条例第 26 号）第 2条第 1号若しくは第 3 

号に規定する者又は次に掲げる者でないこと。 

ア 暴力団員が，事業主又は役員となっている者 

イ 暴力団員以外の者が代表取締役を務めているが，実質的には暴力団員がその運営を支配

している者 

ウ 暴力団員であることを知りながら，その者を雇用し，又は使用している者 

エ 暴力団員であることを知りながら，その者と下請契約，資材，原材料等の購入契約を締

結している者 

オ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者 

カ 役員等が，暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に

非難されるべき関係を有している者 

（５）平成 29・30年度笠間市物品販売・役務等の入札参加資格に登録している者 

（６）当院（３０床）と同等以上の規模を有する医療機関等において，総合病院総合管理業務(元 

請)を過去５年以内においての実績を有する者であること。 

（７）提案者は，茨城県内に本店・支店又は営業所等を有する者 

（８）特記事項 

①受託者は元請け業者とする。業務によっては下請けの業者においても可とするが，その場

合，下請けの業者名等を委託者に表明すること。また，下請け業者においても「７ 参加資

格基準」を満たしていることを，元請け業者が社内所定の手続き等により確認しておくこと。

ただし，（６）については，元請け業者においての実績があれば可とする。 

②緊急時に速やかに対応することができる体制が整っており，その体制が判る書類の提出が

できる者であること。 

③受託内定から業務開始までの準備及び対応の日程表の提出ができる者であること。 

④管理体制及び作業シフト，特に緊急時・苦情処理の体制がわかる書類を提出できる者であ

ること。  

 

８ 参加表明について  

（１）提出書類  

①プロポーザル参加表明書（様式１）  

②誓約書（様式２）  

③委任状（必要な場合のみ）（様式３）  

④会社概要（様式４）  
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⑤受託実績表（様式５） 

※ 受注した証として各施設（病院等）名及び規模等を一覧にまとめた概要書を併せて提出す

ること。  

⑥配置予定担当者に係る調書（様式６）  

⑦納税証明書の写し  

※ 納税証明書については，本店の所在地（笠間市との契約を委任している支店及び営業所が

ある場合はその所在地）における，証明年月日が公告日以降の市区町村税の未納のないこ

とを証明する証明書（様式のない市区町村においては，平成 ２８・２９年度分の納税証

明書）の写しを提出すること。  

⑧プロポーザル提案書（様式９） 

⑨入札（見積）書（様式第９０号（その３）） 

 

（２）提出期限等  

①提出期限 平成３０年２月１３日（火）午後５時  

②提出先：笠間市立病院 経営管理課  

※ 「１７ 担当部署（提出・問合せ先）」参照  

③提出部数：各１部  

④提出方法：持参又または郵送 

※ 持参の場合の受付時間は午前９時から午後５時までとする。（土曜，日曜日及び祝日を除

く。）なお，郵送で提出する場合は，受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法

とする。  

 

（３）辞退等について  

参加表明に係る書類を提出後に辞退する場合は，辞退届（様式７）を使用し，下記の「９ 

書類審査」の前日までに提出することとする。  

 

９ 書類審査  

参加資格要件や会社概要等により，適正を判断する。なお，プロポーザル参加表明者（以下，「参

加者」とする）が３者を超えた場合は，審査委員会による第１次審査（書類選考）を行うこととす

る。その場合は，受託実績等を基に順位をつけ，上位３者を書類審査の通過者とする。  

書類審査等の結果については，全ての参加者に対して，郵送及び電子メールにて通知する。 

 

１０ プロポーザルに係る質問の受付及び回答  

（１）受付期間  平成３０年２月５日（月）～２月１３日（火）午後５時  

（２）提出方法  質問書（様式８）を使用し，電子メールで提出すること。電子メールの表題は

「プロポーザルに関する質問（事業者名）」とすること。  

※ 電子メール送信後，本市の担当者へ受信確認の電話連絡を行うこと。なお，電子メール

以外の方法で提出された質問に対しては回答しない。  

（３）提出先：笠間市立病院 経営管理課  
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※ 「１７ 担当部署（提出・問合せ先）」参照  

（４）回答日 随時  

（５）回答方法 電子メール及び市ホームページに掲載する。  

※ なお，質問者の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと市が

判断したものは，質問者のみに回答する。 

 

１１ 提案書の提出  

「９ 書類審査」を通過した者は，次の書類を指定する期限までに提出すること。なお，指定す

る期限までに提出しない者は，審査委員会に参加することはできない。また，提出後の書類の差

し替えや撤回は認めない。  

（１）提出書類  

①提案書  

※ 提案書の提出にあたっては，次の項目を入れることとする。  

（ア）実施方針  

（イ）実施方法：実施方法の概要，計画の推進・管理体制 など  

（ウ）実施体制  

（エ）業務実施計画 

（オ）その他  

ⅰ 任意様式とし，用紙の大きさはＡ４版とする。  

ⅱ 枚数はＡ４版２０枚以内とするが，Ａ３版用紙をＡ４サイズに折り畳み，挿入は可とす

る（その場合はＡ３サイズ１枚をＡ４サイズ２枚とする。）。  

ⅲ 審査委員等が理解しやすいように，分かりやすい表現等を用いて作成すること。  

②参考見積書（任意様式）  

※ 参考見積書は総額を記載し，積算内訳書も添付すること。  

 

（２）提出期限等  

①提出期限 平成３０年２月１６日（金）午後５時  

②提出先 笠間市立病院 経営管理課  

※ 「１７ 担当部署（提出・問合せ先）」参照  

③提出部数 ８部（原本１部，副本（複写可）７部）  

④提出方法 持参又は郵送  

※ 持参の場合の受付時間は午前９時から午後５時までとする。（土曜，日曜日及び祝日を除

く。）なお，郵送で提出する場合は，受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法

とする。 

 

１２ 審査委員会について  

審査については，笠間市立病院建物総合管理業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会にお

いて，以下のとおり実施する。  

（１）第１次審査委員会（書類選考）の実施  
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①開催日 平成３０年２月１９日（月） 

②審査方法 「１３ 審査方法及び審査基準」に示す審査項目のうち，主に（１）の別表中の技

術点（仕様書の適合度合い等）に関する審査及び価格に関する審査を行い，高得点を得た上位

３者を選定する。  

③結果通知 全ての参加者に対して，郵送及び電子メールにて通知する。  

※ 第１次審査委員会については，プロポーザルの参加者が３者以下であった場合は省略し，

書類審査のみ行うものとする。 なお，１次審査会での点数及び順位等は，２次審査会で行

うプロポーザルへの加点は行わず，参考値として勘案する。 

（２）第２次審査委員会（最終審査）の実施  

①開 催 日 平成３０年２月２３日（月）  

※ １事業者約２０分の説明，質疑応答約１０分の合計３０分を持ち時間とする。 

②場  所 笠間市友部公民館 討議室  

③内  容 事前に提出した提案書及びプレゼンテーション用資料を用いてプレゼンテーショ

ンを行う。  

④留 意 点 プレゼンテーション参加者は３名以内とする。なお，説明者は原則として受注し

た場合の業務責任者または主担当者とすること。  

⑤結果発表 結果発表については，最優秀者及び次点者を市のホームページで公表する。  

 

１３ 審査方法及び審査基準  

プロポーザルの審査方法は以下のとおりとする。 

（１）提案の審査は，以下に示す別表のとおり各審査基準項目を設け，審査委員が総合的に審査・

評価し，その基準により点数付けすることにより行う。なお，審査会での選考は非公開とする。  

 

    別表【審査項目及び配点】 

審査項目及び評価内容 配 点 

技術点 ５０点 

 

 

 

業務構築(連携)体制に関すること 

業務(作業)の信頼性に関すること 

サポート体制に関すること 

１０点 

３０点 

１０点 

価格点（委託費） ３０点 

プレゼン全体の説明力評価点 ２０点 

合 計 １００点 

 

（２）点数付けは審査委員ごとに参加者の得点を計算し，審査委員ごとの参加者順位を決める。  

（３）審査委員が参加者順位１位を最も多く付けた参加者を候補者とする。参加者順位１位が同

数の場合は，総得点が多い参加者を候補者とする。総得点が同数だった場合は，参考見積額

の金額が低い方を候補者とする。  



 6 / 6 

 

ただし，１位の参加者の審査点数が８０点（各審査委員の平均点）を下回る場合は，プロ

ポーザルを最初から執り行うこととする。  

（４）本業務委託の基本的な方針として，価格だけでなく，各社の企画力，情報収集能力，専門

的な知識及び技術力，機動力等を総合的に判断し，候補者を特定する。 また，プレゼンテー

ション全体の評価も行う。 

 

１４ 失格事項  

本プロポーザルの提案者若しくは提出された提案書が，次のいずれかに該当する場合は，その提

案者を失格とする。  

（１）提案書の提出方法，提出先，提出期限に適合しないもの 

（２）提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しないもの  

（３）提案書等提出期限後に参考見積書内の金額に訂正を行ったもの  

（４）審査委員会（第２次審査委員会）に出席しなかったもの  

（５）虚偽の申請を行い，参加資格を得たもの  

（６）参考見積書の金額が，「３ 業務に要する費用（限度額）」を超過したもの  

 

１５ 契約  

候補者特定後，速やかに随意契約の手続きを行うものとする。なお，その際には，特定された者

は改めて見積書を提出するものとする。 ただし，候補者が辞退その他の理由で，契約に至らなかっ

た場合は，次点者を契約交渉の相手方とする。契約締結は平成３０年３月上旬を予定している。 

 

１６ その他留意事項  

（１）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。  

（２）提出書類に虚偽の記載をした場合は，提出書類を無効とするとともに，指名停止措置を行

うことがある。  

（３）提出書類は返却しない。  

（４）候補者の特定以外には，提出者に無断で提出書類等は使用しない。  

（５）書類の作成，提出及びその説明に係る費用は，提出者の負担とする。  

（６）配置予定の担当者等は，原則として変更できないものとする。  

 

１７ 担当部署（提出・問合せ先）  

笠間市立病院 経営管理課 担当 小澤，豊田 

茨城県笠間市中央１－２－２４  

T E L:０２９６－７７－００３４  

F A X:０２９６－７７－０９５２  

Email:byoin@city.kasama.lg.jp 

 

 


