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大和高田市立病院内売店運営事業者募集要項  

 

 

 大和高田市立病院（以下、「当院」という。）の利用者等へのサービス供与を目的と

する病院内の売店運営（自動販売機の設置を含む。以下「売店運営」という。）をする

事業者を募集します。  

 

 

１ 病院概要 

（１）施設名   

大和高田市立病院  

（２）所在地 

大和高田市礒野北町１番１号 

（３）病床数  

   ３２０床 

（４）診療科目 

消化器内科、循環器・腎臓内科、総合内科、呼吸器内科、糖尿病内科、脳神経

内科、外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、小児科、産婦人科、泌尿器科、

脳神経外科、麻酔科、眼科、リハビリテーション科、耳鼻咽喉科、皮膚科、放

射線科、放射線治療科、病理診断科、臨床検査科 

（５）患者の診療  

   外来診療及び入院診療  

（６）職員数等（平成３０年８月１日現在）  

   全体総数・・・・・・６２４名 

内 正規職員・・・４７５名 

（内 看護専門学校職員８名、訪問看護ステーション職員４名含む） 

非常勤職員・・１４９名 

（内 看護専門学校職員２名、訪問看護ステーション職員１名含む） 

看護専門学生・・・・・９３名  

委託従事者等・・・・１８８名 

※人数は延べ人数です。 

（７）患者数（平成２９年度実績）  

   延べ入院患者数・・・９２,５６５人（１日平均：２５３．６人） 

   延べ外来患者数・・２４０,９６０人（１日平均：８４０．０人） 

 

２ 業務概要 

（１）運営場所及び床面積  

①運営場所  

当院１階：売店、イートインコーナー、自動販売機（１２台） 

    各 箇 所：自動販売機（４台）  

    ※自動販売機の設置台数は現在合計１６台です。 

②床面積・・・・・・・・・・・・・１２５．４ｍ２ 

内 売店・・・・・・・・・・・・６５．４ｍ２ 
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西館イートインコーナー（自動販売機４台含む）・・・３８．４ｍ２ 

東館イートインコーナー（自動販売機１台含む）・・・１２．６ｍ２ 

自動販売機（イートインコーナー除く１１台）・・・・・９．０ｍ２ 

※自動販売機は１台当たり約０．８ｍ２  

（２）営業日及び営業時間 

   売店の営業日は原則として年中無休とし、営業時間は平日：７時３０分から２

０時００分迄、土日祝：８時００分から２０時００分を最小限とする。（年末年

始の営業は当院と協議すること。） 

（３）売店運営期間 

平成３１年２月１日から平成３６年１月３１日までの原則５年間とする。 

※売店運営事業者決定から平成３１年１月３１日までの期間を売店運営開始に

向けた準備期間とし、その際の費用負担については売店運営事業者の負担と

する。 

（４）運営条件等 

   ①売店及びイートインコーナーの内装工事、運営に必要な機器・備品等の準備

及び経費の負担が可能であること。又、運営期間終了後は、売店運営事業者

の費用をもって当院の指定する日までに施設等を原状に回復して返還するこ

と。 

   ②当院が指定する場所への自動販売機の設置が可能であること。  

   ③酒類、タバコの販売は行わないこと。  

   ④病院が患者の利便性のために指定した医用材料を販売すること。 

（５）維持管理責任 

   ①施設管理 

出店後の店舗内設備の維持管理、修繕、交換、メンテナンス、防虫防鼠、消

毒及び清掃、警備等の費用は、売店運営事業者が負担すること。 

   ②廃棄物の処理 

    廃棄物の処理（保管・排出・処分等）は売店運営事業者が行うこと。 

   ③店舗の安全 

売り場で発生した諸々の問題等については、すべて売店運営事業者の負担と

責任において処理すること。 

   ④その他 

    毎月の売上額を正確に記録し、当院が指定する日までに報告を行うこと。  

 

３ 選定方法等 

（１）方式 

公募型プロポーザル方式 

（２）選定方法 

病院長をはじめ当院職員で構成する大和高田市立病院内売店運営事業者選定

委員会（以下「委員会」という。）による、ヒアリング及び質問を行い、下記「（３）

評価基準」に定める項目等について評価を行い選定する。その後、提案書の内

容について協議し、双方同意により当該業務の契約締結予定者を決定する。  

  ※審査にあたり、追加書類の提出を求めることがあります。  
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（３）評価基準  

 評価項目  評価内容 

1 
事業者体制評価 

5 点 
(1) 設置・運営方針及びコンセプト 

2 
設置・運営企画概要 

35 点 

(1) 営業日、営業時間及び販売体制 

(2) 提供する商品及びサービス内容 

(3) 衛生管理に係る具体的計画内容 

(4) ゴミ・廃棄物の処理方法（環境対策） 

(5) 開店までのスケジュール 

(6) 自動販売機等の設置に関すること 

(7) 運営期間終了までの 5 年間の収支見込書 

3 
施設使用料 

20 点 
(1) 施設使用料 

4 
災害時の対応 

 10 点 
(1) 災害時の対応について 

5 
その他 

 10 点 
(1) その他アピールポイント等 

6 
売店運営申込書内容 

 10 点 
(1) 営業経歴・実績・事業内容等 

7 
店舗 

 10 点 
(1) レイアウト図面・店舗イメージ図 

 

４ 応募資格 

平成３０年９月２１日現在において、次の（１）から（６）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の規定に該当し

ない者であること。  

（２）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利益となる活動を行う者でないこと。  

（３）売店運営に関し、法律上必要とされる資格、許可又は認可を有する者を従事さ

せることができる者であること。  

（４）国内の３００床以上の病院における売店運営実績が５年以上あり、安定した経

営能力を有すること。  

（５）過去５年間に食品衛生法（昭和２２年１２月２４日法律第２３３号）に基づく

行政処分を受けていない者であること。  

（６）納付すべき国税及び地方税を滞納していない者であること。  

（７）この募集要項「３ 業務概要（２）～（５）」ができる者であること。  

（８）平成３０年９月１０日（月）実施予定の現地説明会に参加した者であること。 
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５ 実施スケジュール予定  

内容 日程 

①公告日 平成 30 年 8 月 27 日（月） 

②HP 掲載期間（募集要項等） 平成 30 年 8 月 27 日（月）～平成 30 年 9 月 10 日（月） 

③現地説明会 平成 30 年 9 月 10 日（月） 

④質問受付期間 平成 30 年 8 月 27 日（月）～平成 30 年 9 月 12 日（水） 

⑤質問への回答期限 平成 30 年 9 月 14 日（金） 

⑥参加申込書・提案書提出日 平成 30 年 9 月 21 日（金） 

⑦参加辞退受付期限 平成 30 年 9 月 28 日（金） 

⑧ヒアリング実施日 平成 30 年 10 月 10 日（水） 

⑨選定結果通知日 平成 30 年 10 月 15 日（月） 

⑩運営開始準備期間 契約締結後～平成 31 年 1 月 31 日（木） 

⑪運営開始日 平成 31 年 2 月 1 日（金） 

※日程については変更となる場合があります。日程変更があった場合は、その都度当

院ＨＰへ掲載し、既に参加表明をされている事業者へは直接日程変更の連絡をします。 

 

６ 応募における提出書類  

（１）次に掲げる書類（Ａ４版とし、縦型綴じで応募者名を記入したもの。）【各１部】 

①この募集要項と供に配布する『参加申込書』（様式第１号）※両面印刷 

②事業実績等に関して  

    ア 事業者が法人の場合  

（a）法務局発行の『履歴事項全部証明書』 

   （b）直近３年間の決算書の写し   

イ 事業者が個人の場合 

（a）所得税の確定申告書の写し（平成２７年分、２８年分及び２９年分） 

③納付すべき国税及び市町村税に未納がない旨の証明について 

    ア 事業者が法人の場合 

（a）税務署発行の『納税証明書（その３の３・「法人税」及び「消費税及地

方消費税」について未納税額のない証明用）』 

（b）事業者（複数の事業所がある場合は本社又は本店）が所在する市町村発

行の市町村税に滞納が無い又は完納していることを証明する書類 

イ 事業者が個人の場合 

（a）税務署発行の『納税証明書（その３の２・「所得税」及び「消費税及地

方消費税」について未納税額のない証明用）』 

（b）個人事業主が納税義務のある市町村発行の市町村税（国民健康保険税を

含む。）に滞納が無い又は完納していることを証明する書類  

※国民健康保険料の場合も同様に、滞納が無い又は完納していることを

証明する書類を必要とします。  

（２）『提案書』（様式第２号）【１１部】【電子媒体（ＵＳＢメモリ等）１部】  

※提案書の記入欄に記載できない場合、独自的な企画又は特記すべき事項があ

る場合、別途添付可。但し、簡略化するものとし、提案趣旨に則らない資料

は添付しないなど、過大なものとならないよう留意すること。  
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※規格はＡ４版、両面印刷とし、縦書き・横書きは任意とする。  

※参加申込書（様式第１号）と同様の印鑑を押印すること。  

※Ａ３版の用紙を含む場合は、Ａ４版に収まるように折りたたむこと。  

（３）店舗レイアウト図面、店舗イメージ図【１１部】 

（４）事業内容のパンフレット等の参考資料【１１部】 

※出来合いのものであればＡ４版以外でも可とします。  

（５）その他  

提出書類又は添付書類に虚偽の記載をしないこと。後日判明した場合は応募を

無効とする。 

 

７ 申請応募にあたっての留意事項 

（１）費用負担  

   応募に関し必要な費用は、応募者の負担とする。 

（２）提出書類の変更は禁止とする。 

（３）虚偽の記載をした場合  

応募者の提出書類に虚偽の記載があると判明した場合、応募を無効とする。ま

た、それにより本市が損害を受けた場合は法的措置を講じることがある。 

（４）提出書類の取扱い 

   提出された申請書類の返還は行いません。 

 

８ 募集要項の配布 

（１）募集要項、申込書及び提案書は当院ホームページ（ＨＰ）よりダウンロードす

ること。 

 

９ 現地説明会、質問受付及び回答 

（１）説明会  

日時：平成３０年９月１０日（月）午前１０時３０分から  

   場所：放射線治療棟３階 大会議室   

   ※現地説明会への参加は応募の必須要件です。 

   ※説明会は１者につき２名までの参加とする。 

（２）募集要項にかかる質問受付 

①受付期間：平成３０年８月２７日（月）～平成３０年９月１２日（水） 

      ※但し、土・日・祝日は除く。  

  ②質問方法：質問書（様式第３号）を電子メールの添付ファイルとして送信し

送信後に到達を電話確認すること。  

        ※上記以外の方法での質問は受け付けません。  

③受付時間：９時～１７時（電話確認のみ）  

※但し、１２時～１３時は除く。  

④連 絡 先：「１４ 提出先・問合せ先」まで  

⑤回答方法：平成３０年９月１４日（金）１７時まで  

※現地説明会参加者に電子メールで回答します。  

（但し、質問者名は公表しない。） 
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１０ 申込書及び提案書等の提出 

（１）提 出 日：平成３０年９月２１日（金）９時～１７時（郵送不可）  

（２）提出場所：「１４ 提出先・問合せ先」まで   

 

１１ 参加の辞退 

（１）受付期間 

平成３０年９月２８日（金）まで ※但し、土・日・祝日は除く。 

（２）受付時間 

９時～１７時 ※但し、１２時～１３時は除く。 

（３）受付方法 

 辞退届（様式第４号）を持参により提出すること。 

（４）提出場所 

「１４ 提出先・問い合わせ先」まで  

 

１２ 結果通知 

（１）通知日時 

平成３０年１０月１５日（月） 

（２）通知方法 

申込書に記載された連絡先へ電子メールにより通知する。  

   ※選定結果についての問い合わせには一切応じません。  

 

１３ 契約の締結 

（１）契約締結予定者と提案内容を踏まえた仕様書を作成し契約を締結するが、契約

締結の協議段階で合意に至らなかった場合や、契約締結予定者が契約締結まで

の間において、「４ 応募資格」を満たさなくなった場合は、次点者と契約締結

の交渉を行う。 

（２）契約保証金 

契約締結日までに、１年度（１２か月）当たりの契約金予定総額（税込）の１

００分の１０以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、大和高田

市契約規則（平成１１年規則第９号）第３０条第３項に規定する契約保証金の

免除の要件に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。 

（３）契約締結日 平成３０年１０月下旬を予定 

（４）運営開始日 平成３１年２月１日（金） 

 

１４ 提出先・問い合わせ先 

   〒６３５－８５０１ 奈良県大和高田市礒野北町 1 番 1 号 

   大和高田市立病院 事務局管理課 

   ＴＥＬ：０７４５－５３－２９０１  ＦＡＸ：０７４５－２３－９２８２ 

   メールアドレス：kanri@ym-hp.yamatotakada.nara.jp  

 

◇当院ＨＰ （http://ym-hp.yamatotakada.nara.jp） 

◇大和高田市ＨＰ （http://www.city.yamatotakada.nara.jp） 
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