高岡市民病院テレビ付床頭台システム設置運営事業者募集要項
１ 趣旨
この要項は、高岡市民病院において、テレビ付床頭台システムの設置運営事業者を公募によ
り選定するため、必要な事項を定めたものです。
２ テレビ付床頭台システム設置運営事業者選定の方法
テレビ付床頭台システム設置運営事業者の選定は、公募型プロポーザル方式により行いま
す。
３ 参加資格
テレビ付床頭台システム設置運営事業者の選定への参加資格は、下記条件をすべて満たす
者とします。
（１） 300 床以上の病院において、３年以上テレビ付床頭台システム運営事業の実績がある者。
（２） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第の規定に該当しないこと。
（３） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続の申立てをしている者でないこ
と。
（４） 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てをしている者で
ないこと。
（５） 破産者で復権を得ない者ではないこと。
（６） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号か
ら 4 号まで又は 6 号の規定に該当する者で構成されていないこと。
（７） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条に
規定する風俗営業、接待飲食等営業、性風俗関連特殊営業及びこれらに類する業を営む
者でないこと。
（８） 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）第５条
第１項に規定する観察処分を受けていないこと。
（９） 国税、県税及び市町村民税の滞納がないこと。
（10）北陸 3 県（富山・石川・福井）に本社又は支店・営業所等を有していること。
（11）高岡市の指名停止基準に基づく指名停止処分を受けていないこと。
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４ 公募期間及び参加表明書について
※公募資料は総務課で配布するほか、当院 HP からダウンロードが可能です。
（１）配布及び提出期間

平成 30 年 11 月 13 日（火）から平成 30 年 11 月 21 日（水）

（２）配布場所 高岡市民病院 2 階 総務課管財用度係
（３）提出書類
テレビ付床頭台システム設置運営事業者の選定に参加しようとする場合は、別紙
「テレビ付床頭台システム設置運営事業者募集に係る条件等」を十分にご理解いた
だいたうえ、上記期間内に次の書類を提出してください。
（※公的機関が発行する書類は発行日から３ヶ月以内の原本）
ア

参加申込書（様式１）及び誓約書（様式２）

イ

提案者の業務（会社）概要（様式３）

ウ 商業登記簿謄本
エ 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの
オ 決算書等（貸借対照表、損益計算書など経営実績がわかるもの（過去３年分）
）
カ 国税、県税及び市町村税に係る納税証明書（過去 3 年分）
（４）提出部数

各１部

（５）提出先

〒933-8550 富山県高岡市宝町４番１号
高岡市民病院事務局 総務課管財用度係
電話；0766-23-0204 FAX：0766-26-2882

（６）提出方法

持参または郵送（簡易書留郵便又は民間事業者による書留郵便に準
ずるもの）により提出してください。なお、持参の場合は、土日祝
日を除く午前 9 時から午後 5 時までの間とします。郵送の場合も提出期間
中必着とします。

（７）その他

参加表明書がその提出期限までに到着しなかった場合は、企画提案
書を提出することはできません。

５ 現場説明
平成 30 年 11 月 21 日（水） 午後４時～午後５時 ※希望する場合のみ
希望される方は、平成 30 年 11 月 20 日（火）午前までにお申し出ください。
６ 質問及び回答
（１）提出期限 平成 30 年 11 月 13 日（火）から平成 30 年 11 月 21 日（水）まで
（２）質問様式 質問書（様式第５号）
。口頭による質問は受け付けません。
（３）提出方法 郵送、FAX のみ
（４）回

答 質問社名を伏せたうえで、平成 30 年 11 月 26 日（月）までに当院の
HP で回答します。ただし、審査に支障をきたす質問及び事業実施に
関連がないと判断される質問への回答は行いません。
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７ 提案書について
（１）受付期間 平成 30 年 11 月 27 月（火）～平成 30 年 12 月６日（木）午後5時15 分（必着）
持参又は郵送（簡易書留郵便又は民間事業者による書留郵便に準ずるもの）に
より提出してください。
（２）提出書類
①テレビ付床頭台システム等設置に係る企画提案書（様式４）

10 部

②参考資料（あれば）

10 部

８ 提案書の提出についての留意事項
（１）提出された書類について、提出後の追加および変更は認めません。ただし、記
載漏れ等につき、当院が補正を求めた場合を除きます。
（２）提出書類の返却は一切行いません。
（３）書類の作成、提出に要する一切の費用は参加者の負担とします。
（４）提出された書類は、今回のテレビ付床頭台システム設置運営事業者選定以外に
利用することはありません。ただし、提出書類は高岡市情報公開条例に基づき
公開する場合があります。
（５）提出書類の規格は基本 A4 版としますが、A3 版を折りたたみ A4 サイズとする
ことも可とします。
（６）企画提案書は、わかりやすく簡潔に記載して下さい。
（７）パンフレット等の資料を添付する場合は必要最小限のものとして下さい。
（８）書類の内容に関して、確認又は問い合わせを行う場合があります。
（９）提出書類以外に、審査に必要な書類の提出を別途求めることがあります。

９

テレビ付床頭台システム設置運営事業者の選定
当院が設置する「高岡市民病院院内営業事業者選定委員会」
（以下「委員会」という。）
おいて、提案者のプレゼンテーションとヒアリングの評価を行い、最優秀提案者を本事
業の設置運営事業者として選定します。
ヒアリングの日程及び場所は対象者に書面で通知します。なお、ヒアリングは原則
提案者全員に対し行いますが、参加表明者多数の場合は、第一選考として書類選考を
行い、選考の結果ヒアリング等への参加者として選定されなかった者には、選定しな
かったこと及びその理由を書面により通知します。
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(１) 評価項目
経営状況と設置運営実績

他の病院での設置運営実績
財務状況その他経営の状況

設置コンセプト

テレビ
床頭台（セーフティボックス含む）
冷蔵庫
プリペイドカードシステム
附帯サービスとその他の提案
機器等の電力消費量
カードの料金体系

業務の実施体制

日常の保守管理体制、機器の保守、故障対応
保守要員の教育体制
苦情・問合せ対応
収支見込みと事業開始までのスケジュール

安全・衛生管理

清掃、衛生管理、感染予防
高齢者、障害者への安全配慮

納付金

提案に係る納付金

（行政財産使用料）
(２)書類審査
提出された書類について、各評価項目について評価します。
(３) ヒアリング
平成 30 年 12 月下旬に当院の委員会において行います。１提案者当たり 20 分程
度を予定し、参加表明書受付順に行います。ヒアリングへの出席は、３名以内です。
提案書だけでなく、プロジェクターを用いての提案も可能です。提案機器の持ち込
みも可能ですが、1 台のみに限ることとします。
(４) 最優秀提案者の選定
書類審査及びヒアリング結果等を総合的に評価し、最優秀提案者を決定します。
10 選定結果の通知及び公表
選定結果は、参加者全員に対し、書面により通知します。
（１月上旬予定）
また、最優秀提案者を当院ホームページにおいて公表します。
11 選定後の手続き
(１) 設置運営事業者として選定された最優秀提案者は、審査結果通知後に下記の書
類を提出するとともに、テレビ付床頭台システム設置の詳細について、病院と打
合せを行うこととします。
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（２）行政財産目的外使用許可申請の手続きについては、平成 30 年 2 月 15 日（金）
までに申請書類を高岡市民病院総務課管財用度係に提出してください。
また、使用許可については、応募申込書に記載された名義で行います。
（３）内定事業者の取消し
次の場合は、内定事業者の内定を取り消します。
① 正当な理由がなく、
（２）に記載する期日までに行政財産使用許可の申請書類
を提出しなかったとき。
② 内定から行政財産使用許可の手続きまでの間に、内定事業者の諸般の事情変化
等により企画提案した床頭台システムの運営が確実に履行できないと判断し
たとき。
③ ＮＨＫの受信料未払いまたは著しく社会的信用を損なう行為等により、運営事
業者としてふさわしくないと判断したとき。
12 その他
（１） 提出書類に虚偽の記載をし、その他不正行為をした場合は、その者に対して指名停止
その他の措置を講ずることがあります。
（２） 参加者は、選定委員会の選定結果に対して苦情を申し立てることができません。
13 問合せ先
高岡市民病院事務局 総務課管財用度係
担当：大門
℡：0766-23-0204、Fax：0766-26-2882
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