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運営事業者候補者選考実施要綱
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１．事業の趣旨

職員食堂は院内で最も景色のいい６階にあり、毎日忙しく働く病院職員

のために昼食の充実を図り、働く意欲を高めるとともに憩いの場所にもな

るような職員食堂を目指して、優れた企画提案を募集し、さらにヒアリン

グを実施して、最適な事業者を選考するものです。

２．病院概要

（１）施設名 常滑市民病院（開設者 常滑市長 伊藤辰矢）

（２）所在地 愛知県常滑市飛香台３丁目３番地の３

（３）病院の規模 病床数２６７床（一般２６５床、感染症２床）

（４）職員数 約６００人（委託業者含む）

（５）建築概要

建築面積：約６，６５４平方メートル

延床面積：約２２，０３１平方メートル

構 造：Ｓ造一部ＲＣ造一部ＳＲＣ造（免震構造）

階 数：地上６階建 塔屋付

（６）平均食数 別表３のとおり

３．運営事業者の審査と決定等

（１）運営事業者の決定方法

申込者から提出された書類に基づく書類審査と、参加資格審査合格者

による企画提案（プレゼンテーション）を行い、各提案項目、運営能力

等について総合的な評価により選定します。なお、応募者多数の場合は

企画提案審査を行う応募者を書類審査により４者程度まで絞り込む場合

がありますので、参加申込書へ必要事項を漏れなく記入するようにして

下さい。

（２）決定通知等

書類審査後および運営事業者候補者の決定後にそれぞれ文書にて通知

します。書類審査による合否の通知、書類審査合格者による企画提案（プ

レゼンテーション）審査、運営事業者候補者の最終決定は次のスケジュ

ールを予定しています。なお、都合により変更する場合、常滑市民病院

のホームページで行います。

（ア）参加資格審査

実施要項発表

令和元年１０月１０日（木）

書類提出期間

令和元年１０月１７日（木）から令和元年１０月２３日（水）

資格審査結果通知

令和元年１０月２８日（月）
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（イ）企画提案審査

質疑受付

令和元年１０月３１日（木）から令和元年１１月６日（水）

質疑回答

令和元年１１月１２日（火）

書類提出期間

令和元年１１月１８日（月）から令和元年１１月２２日（金）

企画提案書プレゼンテーション・ヒアリング

令和元年１２月３日（火）

（ウ）選考結果通知

令和元年１２月上旬

（３）審査項目と配点

企画提案（プレゼンテーション）における審査項目と配点は次のとお

りとします。

（ア）メニューの種類と価格 …２０点

・下記「８．運営条件等について」中の（５）取扱品目および売価

目安等を参考にしていただき、自由提案とします。

・提案できるイベント食について記載して下さい。

・実際に提供可能な材料で調理したメニューで提案して下さい。

・予定する月曜日～日曜日までのメニュー表を作成してください。

（イ）衛生管理の考え方 …２０点

・安全・衛生管理体制、感染対策及び罹患時の対応、清掃及び消毒

計画、廃棄物処理計画、事故防止・安全対策、防犯・防災等の安

全管理について記載してください。

・病院という施設の特殊性を踏まえたうえでの清掃の回数・方法、

廃棄物の処理について廃棄物の発生を抑制するとともに環境問題

に配慮するため事業者としてどのような取組を行うか記載してく

ださい。

（ウ）従業員の研修 …２０点

・研修体制、接遇研修等について記載してください。

・病院という施設の特殊性を考慮し、院内感染防止対策について従

業員にどのように指導を行うかを記載してください。他病院等実

際の事例を踏まえてわかりやすく記載して下さい。

（エ）自己評価の実施体制 …２０点

・利用者の意見をどのように反映するか、また事業者の中でどのよ

うな工夫を行っていくか、自己評価の実施体制について記載して

ください。

（オ）収支計画 …２０点
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３．運営事業者の審査と決定等

参加者は、下記要件を全ての満たす法人でなければ参加できません。

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第 1

項の規定に該当しないものであることとします。

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更

生手続き開始の申立てがなされていない者又は民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）第２１条に基づき再生手続き開始の申立てが

なされている者でないこととします。

（３）特定債務等の調整の促進のための特定調整に関する法律（平成１１

年法律第１５８号）に基づく再生手続き開始の申立て又は再生手続

き中でないこととします。

（４）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申立

て中又は破産手続き中でないこととします。

（５）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）に基づく処分の対象となっている団体及びその構

成員でないこととします。

（６）事故発生した場合、事業者の責任において即時対応ができ、かつ相

応の保証能力を有していることとします。

（７）事業者候補者選考後、不正又は不誠実な行為を行わないことを誓約

できる者であることとします。

（８）参加表明書の提出日から事業者決定までの間、「常滑市暴力団排除条

例」（平成２３年１２月２７日条例第３７号）に基づく排除措置を受

けていないこととします。

（９）国税及び地方税の滞納がないこととします。

（１０）過去１年間に愛知県内における事業所等で食品衛生法に基づく行

政処分を受けたことがないこととします。

（１１）業務にあたり、食品衛生法等の関係法令に基づく許認可等（届出

を含む。）が必要な場合は、参加表明書提出の時点でそれらを有する

ものであることとします。又は、営業開始までに確実に取得する見

込みがあることとします。

（１２）営業にあたり法律上必要とされる資格、免許を有する者を従事さ

せることができるものであることとします。

（１３）令和元年１０月１日現在で、日本国内における食堂業務（医療法

（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５に規定する病院）におけ

る受託実績を有する者で、かつ、安定した経営能力を有する者であ

ることとします。

（１４）事業開始予定日に滞りなく事業を開始できること。
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４．応募申込手続

本事業者選考プロポーザルに参加しようとする方は、次のとおり、応募

申込の手続きをしてください。

（１）受付期間

令和元年１０月１７日（木） 午前８時３０分から

令和元年１０月２３日（水） 午後５時１５分（事務局必着）まで

（２）提出書類

次の（ア）～（ウ）について提出してください。なお、書類提出の際

は、ファイル等には綴じず、提出書類のみ必要部数をクリップ等でまと

めた形で提出してください。Ａ３用紙については必ず３ツ折してくださ

い。

（ア）参加申込書（別紙「様式１」）

（イ）会社案内等（作成している場合のみ）

（ウ）次にかかげる書類

①現在営業している病院内食堂の営業許可証の写し

②国税（法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の３

未納のないことの証明）、都道府県税（法人県民税、法人事業税、

地方法人特別税、自動車税及び地方消費税証明書）、市町村税（法

人市民税、固定資産税・都市計画税及び自動車税の納税証明書）

について直近３期分

③有価証券報告書の写し（有価証券報告書を作成していない場合は

計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書）について直近

３期分

④過過去１年間に愛知県内における事業所等で食品衛生法に基づく

行政処分を受けたことがないことの証明書類または誓約書

（３）提出場所および提出方法

次の場所まで持参することとし、郵送等は不可とします。

〒４７９－８５１０

愛知県常滑市飛香台３丁目３番地の３

常滑市民病院２階 事務局管理課 施設用度担当

☎０５６９－４７－６８１７（直通）

（４）書類作成上の注意

・ 提出する様式は全て片面刷りとし、使用する言語は日本語、通貨は

日本円、単位は日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）

に定めるものとします。カラー印刷を原則とします。
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・ 各様式については、様式ごとに提示している事項に準じたうえで、

必要に応じて記入枠の調整、罫線・段組等を編集して作成してくだ

さい。上下左右の余白は３０ｍｍを目安とし、文字の大きさは１０．

５ｐｔ以上とします。

・ 上記にかかる書類の必要部数は（ア）、（イ）については１０部、（ウ）

については、１部（コピーは不可）とします。

・ 提出書類は、その各項目における必要記載事項または提案事項がな

い場合でも提出してください。その場合には、「記載に該当する内容

がありません。」または「記載に該当する提案がありません。」等と

それぞれの様式に記載してください。なお、白紙での提出とみなさ

れる書類は未提出扱いとなり、参加資格を喪失することになります

ので注意してください。

・ 提案項目において、１つでも未提出のものがあった場合には、提案

項目の合計点は零点とします。

（５）その他

・ 提出書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とします。

・ 提出された資料は返却いたしません。

・ 提出後の追加・修正は認めませんが、審査に必要な書類の提出を別

途で求める場合があります。

・ 書類の内容について、確認または問合せを行うことがあります。

５．現地見学会の実施

事業者の募集にあたり、現場見学会を実施します。出席を希望する場

合は、「説明会参加申込書」（別紙「様式２」）に必要事項を記入のうえ、

期日までに郵送により提出してください。なお見学会に参加しなくても

参加はできます。キャップ、上履き、マスク等を持参してください。

（ア）見学会日時 令和元年１０月１８・２５日（金）午後４時より

（イ）集合場所 常滑市民病院１階 正面エントランスホール

（ウ）申込期限 令和元年１０月１６日（水）午後５時１５分まで

（エ）提出先

〒４７９－８５１０

愛知県常滑市飛香台３丁目３番地の３

常滑市民病院２階 事務局管理課 施設用度担当

６．企画提案審査（プレゼンテーション）

書類審査に合格した応募者は、つぎのとおり企画提案（プレゼンテー

ション）にかかる書類を提出して下さい。

（１）受付期間

令和元年１１月１８日（月） 午前８時３０分から
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令和元年１１月２２日（金） 午後５時１５分（事務局必着）まで

（２）提出書類

次の（ア）～（カ）について提出してください。なお、書類提出の際

は、ファイル等には綴じず、提出書類のみ必要部数をクリップ等でまと

めた形で提出してください。Ａ３用紙については必ず３ツ折りしてくだ

さい。

（ア）メニューの種類と価格（別紙「様式３」）

（イ）衛生管理の考え方（別紙「様式４」）

（ウ）従業員の研修（別紙「様式５」）

（エ）自己評価の実施体制（別紙「様式６」）

（オ）収支計画（別紙「様式７」）

（３）企画提案審査は、書類審査のほか、提出書類のプレゼンテーション・ヒ

アリングによって評価します。

① 応募者による提出書類の説明（プロジェクター使用等による２５

分以内のプレゼンテーション）と選考委員会による２５分程度の

ヒアリングを行います。

② プレゼンテーション・ヒアリングは、５名以内で行ってください。

③ プレゼンテーション・ヒアリングは、令和元年１２月３日（火）

に行います。

（４）提出場所および提出方法

次の場所まで持参することとし、郵送等は不可とします。

〒４７９－８５１０

愛知県常滑市飛香台３丁目３番地の３

常滑市民病院２階 事務局管理課 施設用度担当

☎０５６９－４７－６８１７（直通）

（５）書類作成上の注意

・ 提出する様式は全て片面刷りとし、使用する言語は日本語、通貨は

日本円、単位は日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）

に定めるものとします。カラー印刷を原則とします。

・ 各様式については、様式ごとに提示している事項に準じたうえで、

必要に応じて記入枠の調整、罫線・段組等を編集して作成してくだ

さい。上下左右の余白は３０ｍｍを目安とし、文字の大きさは１０．

５ｐｔ以上とします。

・ 上記にかかる書類の必要部数は（ア）～（カ）については１０部と

します。

・ 提出書類は、その各項目における必要記載事項または提案事項がな
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い場合でも提出してください。その場合には、「記載に該当する内容

がありません。」または「記載に該当する提案がありません。」等と

それぞれの様式に記載してください。なお、白紙での提出とみなさ

れる書類は未提出扱いとなり、参加資格を喪失することになります

ので注意してください。

・ 提案項目において、１つでも未提出のものがあった場合には、提案

項目の合計点は零点とします。

（６）その他

・ 提出書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とします。

・ 提出された資料は返却いたしません。

・ 提出後の追加・修正は認めませんが、審査に必要な書類の提出を別

途で求める場合があります。

・ 書類の内容について、確認または問合せを行うことがあります。

７．募集に係る質疑について

企画提案（プレゼンテーション）にかかる質疑がある場合は、下記の

期間に限って受け付けます。「質疑書」（別紙「様式８」）に必要事項を記

入のうえ、電子メールに添付して提出してください。電話での質疑は受

け付けません。

（ア）受付期間

令和元年１０月３１日（木）から令和元年１１月５日（火）午後

５時１５分までとします。

（イ）各応募者の質疑をとりまとめ、応募者に対し回答を電子メールに

添付して送付します。

（ウ）質疑の範囲

質疑は、実施要項及び配布する資料に関することとし、それ以外

の事項についての質疑は受け付けません。また質疑への回答は、

実施要項の細部説明及び補完する内容のものとし、質疑事項全て

に対して回答ができるとは限りません。

（エ）提出先

〒４７９－８５１０

愛知県常滑市飛香台３丁目３番地の３

常滑市民病院２階 事務局管理課 施設用度担当

電子メール：byoinkanri@city.tokoname.lg.jp

※件名を必ず「常滑市病院事業職員食堂運営事業者候補者選考

に関する質疑事項」としてください。

mailto:byoinkanri@city.tokoname.lg.jp
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８．運営条件等について

（１）運営期間等

・ 指定場所における運営許可は、常滑市病院事業の施設における目的外

使用に関する規定（平成２７年４月３０日病院事業管理規定第１号）

基づく行政財産目的外使用の方法で行います。

・ 使用許可期間は令和２年５月１日から令和５年４月３０日の３年間と

しますが、運営状況が良好で、許可内容・条件等に違反が無い場合に

は更新することができるものとします。

（２）準備期間および現在の営業者からの引継

・ 出店準備を大型連休中の令和２年５月１日（金）から令和２年５月６

日（水）の間に行い、遅くとも令和２年５月７日（木）から運営開始

するものとします。保健所等への手続きは遅滞なく行ってください。

・ 令和２年５月１日（金）から営業開始日までの運営を代替する方法（臨

時に営業、または弁当販売を行う等）を提案ください。

・ 新たに事業者は、現在の事業者より業務履行期間中に業務内容の引き

継ぎの申し出があった場合には、業務に支障のない範囲で確実に引継

を行うこととしてください。それらに要する費用は、病院は負担しま

せん。

（３）営業日および営業時間

・ 営業日は、平日とし、営業時間は、午前１１時３０分から午後２時０

０分までとします。

・ それ以外の時間の営業も提案により可能とします。

（４）職員の利用方法および支払方法

・ 職員が好きなものを取っていくセルフサービス方式とします。

・ 支払いは、職員が持つセキュリティカード（非接触型ＩＣカード）ま

たはプリペイドカードでの支払いによる食券方式とします。これらに

かかる設備・機器・消耗品は、常滑市民病院が既に整備していますが、

その管理運営やプリペイドカードにかかる現金の取扱いは、事業者が

行うものとします。

・ 期間満了や取り消し等により本事業が終了した際のプリペイドカード

等の返金（精算）については、利用者とのトラブルが無いよう柔軟に

対応してください。

（５）取扱品目および売価目安等

下記に基づき自由提案とします。

（ア）方 針：多種多様なメニューを日替わりで提供

（イ）売価目安：税抜５００円程度までとし、可能な限り安価に設定
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（ウ）メニュー：以下の基本内容で自由提案とする、ただし、基本内

容を超える提案をしていただいても構いません。

①日替定食 …肉料理と魚料理少なくとも２種類とし、うち１種類

は低カロリーのもの

②単 品 …小鉢は、サラダ類やデザートを含んだ多種多様なも

のとし、ご飯、味噌汁などについても単品で提供で

きること

③麺 類 …うどん、そば、ラーメン、パスタなどとし、単品ま

たは定食のいずれも提供できること

④カレー類 …少なくとも１種、単品または定食のいずれも提供で

きること

（６）厨房設備、備品、食器類

・ 営業上必要となる基本的な設備・備品は揃えてあります。提案により、

事業者の負担で増設や更新等を行うことも協議により可能としますが、

現状使用を原則とします。

・ 運営中に既設設備の故障が生じた場合は、事業者の責に帰すべき事情

がある場合を除き、原則として病院がその費用を負担します。

・ 厨房設備の法定点検や定期点検は、病院負担で実施します。

・ 厨房設備、備品、食器類は別表１のとおりです。

（７）サービスおよび留意点

・ 可能な限り安価で、美味しく、栄養バランスの取れた食事を提供する

とともに偏りが無いようなメニュー配分をしてください。また提供する

食事についてはアレルギーと総カロリーの表示をしてください。

・ 提供メニューについては、飽きの来ない工夫（イベントの開催等）を

してください。また利用者の意見を取り入れながら、常にメニューやサ

ービス等の改善に取り組んでください。

・ 職員の福利厚生の充実等病院への貢献を果たす事業コンセプトを明確

に示せることとします。民間事業者の持つ豊富な実績、企画力、ノウハ

ウを活用し、サービスを低下させることなく、継続性のある安定した事

業運営を確保してください。

・ 営業時間内は可能な限り売り切れが無いようにしてください。

・ 正規職員を常に１名以上配置するようにしてください。

・ 地産地消、地元優先雇用等の提案は加点項目とします。

・ 酒類その他病院の職員食堂として適さないものの販売提供は禁止とし

ます。また病院敷地内は全面禁煙ですので店内も禁煙とし、灰皿は置か

ないでください。

・ 災害時においては可能な限り営業を継続またはその代替となる事業運

営をしてください。なお、災害時の運営については提案によるものとし
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ます。

・ 給茶機については、設備は病院で整備していますが、清掃や茶葉の購

入は事業者の負担とします。食堂内には自動販売機は設置できません。

・ 食堂利用者の現在の食堂に対する意見・要望をとりまとめて（別表２）

いますので、参考にしていただき、改善を検討して下さい。

（８）衛生管理

・ 事業者は、業務従事者の健康管理及び服務規律の維持に責任を負って

いただきます。

・ 事業者は、業務従事者が病毒伝染の危険のある疾患等にり患した時は、

当該従事者を業務に従事させてはならないものとします。

・ 食中毒事故の場合、事業者の責任において即刻対応でき、かつ相応の

補償を行っていただきます。

・ 事業者は、厨房施設及び使用機器等に係る環境を常に良好に保ち、整

理整頓及び清掃を徹底することとしてください。

・ ダクト、フード、グリストラップ、冷凍冷蔵装置の凝縮器やフィルタ

等の油分・汚れの日常清掃は常に行うこととしてください。

・ グリストラップは常に清潔に心がけてください。

・ スチームコンベクションの清掃は毎日実施することとし、清掃時には

専用の洗浄剤（タブレット）を使用することとします。ただし、洗浄

剤（タブレット）は病院の負担とします。

・ 厨房施設、調理器具並びに食材、調理済み食品は、食品衛生の見地か

ら十分に取り扱いに注意してください。

・ 事業に関して排出されるゴミについてはきちんと分別してください。

・ 事業により排出されるゴミは１階屋外のゴミ置き場に出していただく

ことができますが、売店や他の事業者と交代でゴミ置き場の清掃を行

ってください。

（９）光熱水費、通信費および使用料

・ 光熱水費は原則として病院が負担します。

・ 業務に必要な通信回線にかかる費用は事業者の負担とします。通信機

械室から事業者控室まで光回線用の配管は敷設してあります。

・ 売上に係る報告書を毎月提出していただきます。

（１０）費用負担区分について

費用負担区分は下表を基本とします。下表に記載無き事項は、上記「８．

運営条件等について」によるものとし、区分の困難なものは、原則とし

て協議により決定するものとします。

＜負担区分表＞

項目 病院 事業者
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（１１）災害協定

・ 当院は災害拠点病院に指定されてはおりませんが、知多半島中央部の

高台に位置しており、大規模災害等発生時においては、周囲の拠点病

院となる可能性も考えられます。

・ 病院機能を継続させるため、災害等発生時における営業の継続等につ

いて、災害協定を別に締結することにご留意ください。

・ 協定内容については提案によるものとします。

（１２）損害賠償責任

・ 事業の実施に関して委託者に損害を与えた時、又はこの募集要項に定

める義務を履行しないために病院に損害を与えたときは、直ちにその

損害を賠償しなければならないものとします。

・ 事業の実施に関して第三者に損害を与えたときは、直ちにその第三者

に対してその損害を賠償しなければならないものとし、病院は、その

第三者に対して損害賠償の責めを負わないこととします。

貸与施設の内装改装費用（※必要な場合） 〇

貸与施設の維持管理・補修費用 〇

厨房設備の法定点検・定期点検費用 〇

什器・備品・食器の更新、補充の費用 〇

光熱水費 〇

駆虫・駆鼠費 〇

塵芥処理費 〇

貸与施設の定期清掃費（年２回） 〇

食堂ホールの日常清掃費（椅子・テーブル） 〇

食堂ホールの日常清掃費（天井・床・窓） 〇

厨房内の日常清掃（厨房機器・設備） 〇

厨房内の法定点検・定期点検・定期清掃 〇

精算システム維持管理費・消耗品 〇

精算システムの現金管理 〇

食材料費 〇

従業員の人件費、保健衛生費（検診・検便費含む） 〇

営業許可等許認可にかかる費用 〇

営業用消耗品（郵便費・事務用品・印刷費など） 〇

求人募集費・教育研修費・旅費交通費・通信費 〇

従業員の被服費・洗濯費 〇

厨房検査費 〇

業務運営に関わる保険費 〇

職員に対するアンケート調査費用（年１回） 〇
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（１３）原状回復の義務

・ 事業者は、事業許可期間が満了したとき、又は病院が使用許可を取り

消したときは、速やかに、原状回復を行うこととします。ただし経年

劣化および通常使用による汚損・損耗は除くこととします。

（１４）再委託の禁止

・ 事業者は、業務を再委託してはならないこととします。

（１５）契約の解除

・ 病院は、実施要項に記載されている事項が誠実に履行されていないと

認めたときは、契約期間中であっても契約を解除できることとします。

・ 次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる

こととします。

（ア）役員等が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。以下「暴力団対策法」という｡）第２条第

６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」とい

う｡）であると認められる場合。

（イ）暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下同じ｡）又は暴力団員が経営に実質的関与していると認めら

れる場合。

（ウ）役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又

は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利

用するなどしたと認められる場合。

（エ）役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜

を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持又は運営

に協力し、又は関与していると認められる場合。

（オ）役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有

していると認められる場合。

（カ）業務の履行に係る必要な物品の購入契約その他の契約の締結にあ

たり、その相手方が（ア）から（オ）までのいずれかに該当する

ことを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められる場

合。

（キ）（ア）から（オ）までのいずれかに該当する者をこの業務の履行

に係る必要物品の購入契約その他の契約の相手方としていた場

合（（カ）に該当する場合を除く｡）において、委託者が事業者に

対して契約の解除を求めたにもかかわらず、事業者がこれに従わ

なかった場合。

（１６）暴力団等による不当介入を受けた時の義務

・ 断固として拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに委託者へ報
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告し、捜査上必要な協力をすることとします。

・ 契約の履行において、不当介入を受けたことにより食事の提供に遅れ

が生じるおそれがある場合は、委託者と協議を行うこととします。

・ 前２項に掲げる義務を怠ったときは、委託者は常滑市建設工事等入札

参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止の措置を講ずることとし

ます。

（１７）その他

・ クレームや要望等については、運営事業者で迅速かつ誠実に対応して

ください。なお、事故が発生した場合は速やかに病院へ報告するもの

とします。

・ 設置設備等の防犯は事業者の責任において対応してください。職員食

堂エリアに防犯カメラ設備はありません。事業者独自に防犯カメラ等

を設置することは協議により可としますが、愛知県が策定する「防犯

カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に準じて設置運用する

ことを条件とします。

・ 業務に必要な契約駐車場及び従業員の駐車場は事業者の責任において

確保するものとしますが、従業員は病院駐車場の指定区域を利用可能

とします。ただし病院への車両登録と利用許可を必須とします。

・ 病院から以下の事項について要請があった場合は、全面的に協力して

いただきます。

（ア）電気設備や空調設備の点検及びその他の点検

（イ）施設の修繕・改修工事

（ウ）病院の行う研修等

（エ）防災訓練や災害訓練、災害発生時や緊急時における病院の指示

（オ）保健所等による定期検査等

（カ）害虫駆除やワックス掛けや窓など年間定期清掃

（キ）その他病院運営上必要な事項

・ 当事業に関係のない第三者への利益誘導となる、または病院に相応し

くない広告の掲示は禁止とします。

・ 事業者決定後、事業運営する権利を第三者に譲渡または転貸すること

を禁止とします。

・ 病院所有備品等を第三者へ移転又は利用させることを禁止とします。

・ 病院の施設、設備等を損傷した場合は賠償するものとします。第三者

へ被害を与えた場合も同様とします。

・ 行政財産目的外使用許可の条件に違反した場合、又はその他病院に不

利益を及ぼした場合は許可を取り消すことがあります。

・ 募集要項に記載のない事項に関して疑義が生じた場合は、病院と事業

者とで協議することとします。
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９．選考委員会について

公募型プロポーザル方式の採用に伴い、参加者の評価を公平円滑に進

めるため、市民病院は６名で構成する常滑市病院事業職員食堂事業者候

補者選考委員会（以下、「選考委員会」といいます。）に意見を聴きます。

選考委員会は、会議の公平かつ円滑な運営のため、非公開とします。

選考委員会の委員構成は次のとおりです。

選考委員会（敬称略）

深田 伸二（病院事業管理者兼院長）

山本 秀明（病院事業副管理者兼経営企画室長）

小羽 正昭（事務局長兼医事課長）

久米 淳子（看護局長）

松原 紀子（看護副局長）

成田 晃久（管理課長）

１０．事業者候補者の決定

事業者候補者の決定は、選考委員会の報告を受け、病院事業管理者が

決定します。事業者候補者選考結果の通知は、令和元年１２月上旬に書

面および電子メールにて応募者それぞれに通知します。なお、事業者候

補者選考に関する問い合わせ、異議申し立ては一切受け付けません。

（１）合計点数が最も高い者を第 1職員食堂事業者候補者とします。な

お、合計点数の最も高い者が２者以上ある場合、このうち委託料

見積額が最も低い者を第１職員食堂事業者候補者とします。又、

委託料見積額も同額であった場合は、該当者によるくじにより決

定するものとします。

（２）第 1職員食堂事業者候補者と契約が整わなかった場合は、第２職

員食堂事業者候補者以降の職員食堂事業者候補者と協議をするも

のとします。

（３）職員食堂事業者候補者については、まず基本協定書を締結し、委

託料を確定した上で契約を締結します。

１１．事務局

本事業選考のプロポーザルにかかる事務局は次のとおりとします。

常滑市民病院 事務局管理課 施設用度担当

所在地（提出物持参場所、郵送等配達先）

〒479-8510 愛知県常滑市飛香台３丁目３番地の３

連絡先電話番号 ０５６９－４７－６８１７

電子メールアドレス byoinkanri@city.tokoname.lg.jp

ホームページ http://www.tokonamecityhospital.jp/
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１２．失格事項

応募者が次のいずれかに該当した場合は、失格になります。

（１）提出書類に虚偽の記載があった場合

（２）応募資格がなく提出書類を提出した場合

（３）提出書類の作成要領、提出方法、提出期限を守らなかった場合

（４）選考委員会委員又は関係者に直接、間接を問わずに接触を求め

た場合

（５）契約締結までに社会的信用を失墜させる行為が判明した場合

（６）その他、選考委員会が不適格と認めた場合

１３．配布物

（１）１階平面図

（２）２階平面図

（３）３階平面図

（４）４・５階平面図

（５）６・７階平面図

（６）６階職員食堂厨房設備図

（７）別表１ 職員食堂設備・備品リスト

（８）別表２ 食数（平成３０年度 月平均）


