
高岡市民病院院内保育運営業務公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

この実施要領は、高岡市民病院院内保育運営業務（以下「本業務」という。）に係る受

託候補者を公募型プロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）により選定する

ために、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務の概要 

(1) 業務名 高岡市民病院院内保育運営業務 

(2) 業務内容 別紙「高岡市民病院院内保育運営業務委託仕様書」のとおり 

(3) 履行期間 令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

(4) 事業費（見積上限額）  

令和４年度から令和 6 年度 69,000,000 円 

（消費税及び地方消費税の額を含む。3 年間の金額） 

 

３ 募集の方法 

  公募型プロポーザル方式 

  業務提案について審査を行い、総合的に最も優れた提案をした事業者を受託候補者と

する。 

 

４ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加することができる事業者は、次の要件を全て満たす者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない

者であること。 

(2) 破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定による破産手続き開始の申立て、会社更

生法（平成 14 年法律第 154 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に

よる再生又は再生手続きが行われていないこと。 

(3) 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。 

(4) 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号に規定する暴力団及びその団体の構成員等に関係すると認められる者でないこ

と。 

(5) 富山県内に活動拠点（本社・支社・営業所等）を有する事業者であること。 

(6) 国税及び地方税を滞納していないこと。 

 

 

 



５ 参加申込書の提出について 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、次の通り参加申込書を提出すること。 

(1) 提出書類  

ア 参加申込書（様式１） 

イ 法人等概要（様式 2） 

ウ 誓約書（様式 3） 

(2) 提出期限 令和３年 9 月 15 日（水）午後５時（必着） 

(3) 提出方法 電子メール又は FAX ※FAX の場合は必ず電話で着信確認をすること。 

(4) 提出先 13 のとおり 

 

６ 質問書の受付及び回答について 

(1) 提出書類 質問書（様式４） 

(2) 受付期間 令和３年 9 月 15 日（水）午後５時（必着） 

(3) 提出方法 電子メール又は FAX 

※ FAX の場合は必ず電話で着信の確認をすること。 

(4) 質問の回答 

令和３年 9 月 22 日（水）までにメールにて「参加申込者」全員に送付する。 

(5) 質問の内容 

質問内容については、参加表明等に関する質問、提案書等に関する質問とし、審査（評

価）に関する質問は一切受け付けない。 

(6) 提出先 13 のとおり 

 

７ 企画提案書等の提出について 

参加申込者は、次により企画提案書等を提出すること。 

(1) 提出書類（正本１部、副本６部）一式 

ア 企画提案書（任意様式） 

 次の内容について提案をすること 

  ・保育内容等について（保育の流れ、行事計画等） 

  ・運営体制について（職員配置や勤務体制の計画） 

  ・開所準備について 

  ・おやつの提供について 

  ・保育の質の確保について 

  ・保護者への支援について 

  ・健康管理・安全管理等について 

  ・情報管理等について 

  ・その他独自の事業や特色について 



イ 見積書（任意様式） 

令和４～6 年度の 3 年間の総額を提示すること。その際、明細、単価等をできる

だけ明らかにするとともに、次の内容を明らかにすること 

・昼間保育 １月あたりの額 

・夜間保育 １回あたりの額 

・実績払いの有無及び清算方法 

 

  ウ 保育施設の運営実績（任意様式） 

  エ 法人等の登記事項証明書 

  オ 過去 3 年分の決算書の写し 

(2) 提出期限 令和３年 9 月 29 日（水）午後５時（必着） 

(3) 提出方法 直接持参又は郵送にて受け付ける。 

※持参の場合の受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前９時から午後５時

までとする。郵送の場合は、受付期間内に必着させるとともに、書留等の配達記録

が残る方法を利用するものとする。 

(4) 提出先 13 のとおり 

 

８ 審査及び選定について 

(1) プレゼンテーション 

 選定にあたり、プレゼンテーションを実施する。時間や場所の詳細については、参

加者へ別途連絡する。10 月上旬を予定。 

ア 開催場所 高岡市民病院内会議室 

イ 出席者  １応募者につき３名以内 

ウ 実施時間 提案説明20分以内 質疑15分以内 

 ・オンライン参加も可能とし、参加方法による有利不利、採点への影響は一切ない。 

 ・提案書を使用して説明（プロジェクター及びスクリーンは使用しない。） 

 

(2) 審査基準 

審査に当たっては、次の項目において評価する。 

№ 評価項目 評価内容 配点 

1 事業の実績 医療機関や保育施設において同種・類似の業

務実績があり、知識・経験は十分か 

10 

2 実施体制 業務を迅速かつ正確に実施するための組織

体制、人員が確保されているか 

職員の採用・確保・配置に係る計画は適切か 

夜間保育への対応がされているか 

20 



3 保育計画・内容 保育指導計画は適切に計画されているか 

子ども一人ひとりを大切にした保育内容の

提案がされているか 

行事や保育の内容が適切であり工夫されて

いるか 

20 

4 安全、衛生、健

康管理 

事故や災害時の対応マニュアルの整備及び

加入する保険の補償内容は適切か 

保育室の衛生管理方法は適切か 

入所児及び職員の健康管理・健康診断は適切

か 

感染予防の対策及び感染者が判明した際の

対応について整理されているか 

10 

5 保護者との関係 保護者意見反映や苦情解決の仕組みが提案

されているか。 

個人情報保護のマニュアル等の整備は適切

か 

10 

6 おやつ・食事の

提供 

アレルギー等の個別対応計画の整備が提案

されているか。 

おやつの提供について提案されているか 

食中毒発生時の対応マニュアル等の整備が

提案されているか。 

10 

7 開所準備 開所に必要な事項が整理されているか 

開所までのスケジュールは適切か 

10 

8 提案 保育所運営に当たっての特色や独自事業に

関する提案はあるか 

10 

9 経費 財政負担軽減に資する内容か 10 

 

(3) 審査結果通知 

審査結果は、優先候補者、次点候補者が決定した後、速やかに参加者全員に文書で通

知するとともに高岡市民病院ホームページへ掲載する。 

 

９ 参加者の失格について 

参加者が以下のいずれかに該当した場合は、提案を行うことができなくなり、既に提出

された企画提案は無効とする。 

(1) 提出書類に虚偽の記載をした場合 

(2) 参加資格を満たさなくなった場合 



(3) 審査の透明性・公平性を害する行為があった場合 

(4) 前各号に定めるもののほか提案にあたり著しく信義に反する行為があった場合 

 

10 契約の締結 

審査の結果、優先候補者として決定した者と本業務の契約交渉（提案内容の細部に係る

調整や条件を協議）を行う。ただし、予算の議決が得られなかった場合は契約しないもの

とする。なお、契約交渉が成立しないとき又は優先候補者が本契約の締結を辞退した場合、

次点候補者と契約交渉を行うものとする。 

 

11 その他 

(1) 企画提案書等の作成及び提出に係る費用は、参加者の負担とする。 

(2) 応募書類は返却しない。提出された企画提案書等は、企画提案書の選定以外に提出

者に無断で使用しない。ただし、企画提案書等は、高岡市情報公開条例の対象となり、

同条例の規定に基づいて個人・法人に関する情報等非開示とすべき箇所を除き、開示す

ることがある。 

 

12 選定スケジュール 

1 参加申込書の提出期限 令和３年 9 月 15 日（水）午後５時 

2 質問書の提出期限 令和３年 9 月 15 日（水）午後５時 

3 企画提案書の提出期限 令和３年 9 月 29 日（水）午後５時 

4 プレゼンテーション 令和 3 年 10 月上旬頃（予定） 

5 選考結果の通知 令和 3 年 10 月中旬頃（予定） 

 

13 書類提出先・問い合わせ先 

〒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 経営管理係（担当：久恵） 

T E L：0766-23-0204 F A X：0766-26-2882 

E-Mail：hospitaljim@city.takaoka.lg.jp 
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