
常滑市病院事業ＳＰＤ業務プロポーザル実施要綱

１ 目的

常滑市病院事業において、患者が快適に安心して治療を受けられる病院環境の構築及び効率的

な運営を目的として、公募型プロポーザル方式により、ＳＰＤ業務受託者を選定するため、必要

な事項を定める。

２ 委託名称 常滑市病院事業ＳＰＤ業務委託

３ 委託場所 常滑市飛香台３丁目地内

４ 委託期間 令和 2年 4月 1日から令和 5年 3月 31日まで（36箇月間）

５ 業務内容

(１) ＳＰＤ業務

・診療材料等の余剰在庫の軽減、死蔵在庫解消のため、院内ＳＰＤ消化払い方式の採用

・当院職員への物品管理に関する各種関連業務の軽減

・診療材料等購入費用の削減

・保険請求漏れの防止、削減

６ 選定方法の概要

(１) 基本的な考え方

本業務の受託者の選定は、「常滑市病院事業のＳＰＤ業務委託候補者選考委員会」を設

置し、受託事業者選考評価基準に基づき、審査及び評価を行う。

受託者の選定ではプロポーザル方式を採用し、応募のあった者を対象に書類審査を行い

３者以内に絞り、プレゼンテーション・ヒアリング、業務提案書及び見積金額の評価を行

い、最も評価の高い者（優先交渉権者）及び次点者を選定する。なお、最高点を取得した

ものが 2者以上ある場合には、見積金額の最も低い者が優先交渉権者となる。
(２) 審査項目

本プロポーザルに係る主な審査項目は以下のとおり。

ア 本委託業務に関する基本的な考え方

基本的な考え方

① 企業の運用実績・バックアップ体制

② リーダーの能力実績・業務従事者について

管理方法及び体制

③ 業務との整合性について

④ 通常業務の安定化・効率化について

⑤ 業務改善提案について

⑥ 情報管理・衛生管理・研修・危機管理体制について

イ 見積金額



７ 実施スケジュール

実施するスケジュールは次のとおりです。

なお、都合により変更する場合は常滑市民病院のホームページで行う。

８ ＳＰＤ業務委託候補者選考委員会

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、病院は、以

下の６名で構成する常滑市病院事業ＳＰＤ業務委託候補者選考委員会（以下「選考委員会」と

いいます。）に意見を聴く。

選考委員会は、会議の公平かつ円滑な運営のため、非公開とする。

選考委員会の委員構成は次の通り。

選考委員会（敬省略）

深田伸二 （病院事業管理者）

山本秀明 （病院事業副管理者兼経営企画室長）

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）

堂本大輔 （管理課長補佐）

９ プロポーザル参加資格要件

プロポーザルに参加することができる者は、以下の条件をすべて満たす者とする。

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

ないものであること。

（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１１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ない者であることとする。ただし、会社更

生法に基づく更生手続き開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手続き

開始の決定を受けた者で、常滑市に再度の入札参加資格審査の申請を行い、認定を受

けた者については、更生手続き開始又は再生手続き開始の申立てをなされなかった者

とみなす。

（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する。

（４）業務発注年度において有効な市の入札参加資格名簿に登載されたものであること。

（５）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

き中でないこととする。

実 施 事 項 日 程

1 実施要領等の公表 令和元年10月10日（木）

2 参加申込書 令和元年10月23日（水）まで

3 書類審査の結果通知 令和元年10月28日（月）

4 仕様書等に関する質問 令和元年11月6日（水）午後5時まで

5 質問に対する回答 令和元年11月12日（火）

6 業務提案書の提出 令和元年11月22日（金）午後5時まで

7 プレゼンテーション・ヒアリング 令和元年12月3日（火）

8 審査結果の通知及び優先交渉権者の決定 令和元年12月上旬



（６）参加申込書の提出日から当該委託の決定までの間、「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する。

(７) 過去１０年以内に許可病床２７０床以上の病院で、ＳＰＤ契約実績が複数あること。

（８）安心安全な物品供給の運用の担保として当院と過去 10年間で取引実績があること。

10 プロポーザル手続き

(１) 募集要項等の公表

本プロポーザルに関係する資料は次のとおりとする。

これらの資料は、常滑市民病院のホームページで公表する。

（常滑市民病院ホームページ URL：/http://www.tokonamecityhospital.jp/）

ア 常滑市病院事業ＳＰＤ等業務プロポーザル実施要領

イ 仕様書

ウ 参加申込書 （様式１）

エ 受託業務実績一覧 （様式１－２）

オ 仕様等に係る質疑書 （様式２）

カ 会社概要 （様式３、３-２）

キ 業務提案書 （様式４－１－１、４－１－２、４-２、４－３、４－４、４-

５、４－６）

ク 委託料見積書 （様式５）

（２） 参加資格審査

提出書類提出内容等

ア 提出書類

①参加申込書（別紙「様式１」）

９の参加資格に該当する者とします。

②国税及び地方税に係る納税証明書（直近３か年分、科目別の記載のあるものとし、写

しは不可とする。）※公的機関が発行する書類は発行から３か月以内のもの。以下同

じ。

③有価証券報告書の写し（直近３期分）

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（直近３期分）

イ 作成要領

①提出部数

様式１ １部

国税及び地方税に係る納税証明書、有価証券報告書等の写し １部

②使用する言語、通貨及び単位

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。

③注意事項

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。



ウ 提出方法等

①提出期間

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）までとします。

②提出方法

持参、郵送（配達証明付き書留郵便に限ります。）または宅配便で提出してください。

なお、封筒等の表面には、必ず「常滑市病院事業ＳＰＤ等業務候補者選考提出書類

（参加資格審査）」と明記してください。

エ 費用負担等

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。

オ 参加資格審査結果通知

参加資格審査結果の通知は、令和元年１０月２８日（月）までに書面にて応募者それぞ

れに通知します。

カ 質疑受付

令和元年１０月３１日（木）午前８時３０分から令和元年１１月６日（水）午後５時ま

でとします。ご質問等ございましたら、質疑書（様式２）を電子メールにて提出くださ

い。件名は「ＳＰＤ等業務委託選考プロポーザル（質疑）」としてください。

提出先 ：byoinkanri@city.tokoname.lg.jp
※質疑は、本実施事項または仕様書の細部説明及び補完する内容のものとします。なお

質疑事項全てに対して回答ができるとは限りません。

キ 質疑回答

令和元年１１月１２日（火）

(３) 業務提案書の提出

本プロポーザルに参加を希望する者は、下記のとおり書類を提出する。

ア 提出書類（企業名は受付番号とする）

①受託業務実績一覧（様式１－２）

②会社概要 （様式３、３-２）

③見積書

④業務提案書

本業務に係る仕様書等を基に、提案内容を記載した業務提案書を作成し提出する。

業務提案書様式については、様式４－１－１、４－１－２、４－２、４－３、４－４、４

-５、４－６、の順に作成する。

提出書類は、Ａ４サイズ、２穴綴じとし、フラットファイル、紐綴じなど簡易な綴じ方で

１０部提出する。業務提案書は返却しない。

また、業務提案書の作成・提出に係る費用は提案者の負担とする。

イ 受付期間

令和元年１１月１８日（月）午前８時３０分から

令和元年１１月２２日（金）午後５時１５分まで

ウ 提出場所・提出方法

常滑市民病院 管理課施設用度担当まで直接持参し提出する。



(４) プレゼンテーション・ヒアリング

業務提案書の提出者の中から書類審査を行い、審査に合格した提案者（最大３者）のみ提

案内容の説明を求める。

プレゼンテーション・ヒアリングは、下記のとおり実施する。

ア 日時及び場所

令和元年１２月３日（水） 場所及び日時等詳細については、別途通知を行う。

イ 内容

提出した業務提案書に基づいてプレゼンテーション及び審査委員との質疑応答を行う。

ウ 説明員

会場に入室できるのは、5名以内とする。現場統括責任者（現場で業務の統括を行う予定

の者でも可）は、必ず出席すること。

エ その他

(ア) 提出書類について、業務提案書提出後の追加変更は認められない。そのため、プレ

ゼンテーション及びヒアリング当日において追加資料の配布等は不可とする。

(イ) 提出書類が所定の形式に適合していない場合には減点することがある。

(５) 審査結果の通知及び優先交渉権者の決定

プレゼンテーション・ヒアリング、業務提案書及び見積金額について総合的に評価を行い、

参加者の順位付けを行い、最も評価の高い者（優先交渉権者）及び次点者を選定する。プロ

ポーザルの結果については、プロポーザル参加者全員に通知文書を発送する。

(６) 契約締結

優先交渉権者の決定後、優先交渉権者との業務内容の調整を行い、業務委託仕様書を確定

する。優先交渉権者は、確定した業務委託仕様書に基づき契約見積書を提出し、契約締結の

手続きを行う。ただし、調整が不調となり、契約締結の合意に至らなかった場合には、次点

者を優先交渉権者として同様の調整を行う。

11 留意事項

落札後の注意点

① 優先交渉権者は、本委託業務を履行するにあたり、実施体制、スケジュールがわか

る書類を速やかに提出すること。

② 優先交渉権者は、要件確認時、または本委託業務落札後の過程等において、本仕様

書の要件に対する内容に虚偽が見つかった場合、また期日までに履行出来ない等の

虚偽が発覚した場合、その時点で優先交渉権者にヒアリングを実施し、その回答と

対応によっては落札を取り消すことがある。その際には、履行するにあたり要した

一切の費用は優先交渉権者が負担することとする。尚、契約締結後においても同様

に契約を解除できるものとする。

12 本プロポーザルの担当部署・連絡先

常滑市民病院 管理課施設用度担当

〒479-8510 愛知県常滑市飛香台 3丁目 3 番地の 3

電 話：０５６９－３５－３１７０（代 表）

０５６９－４７－６８１７（直 通）

ＦＡＸ: ０５６９－３４－８５２６


