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笠岡市新病院基本計画策定業務委託に係る 

プロポーザル実施要領 

 

１ 目的  

  この要領は，笠岡市立市民病院の建替えを進めていくにあたり，笠岡市新病院基本計画策定業務を

委託する事業者を，プロポーザル方式で選定するため，その実施方法等必要な事項を定める。 

 

２ 業務概要 

 （１） 業 務 名  笠岡市新病院基本計画策定業務 

 （２） 履行場所  笠岡市中央町 

 （３） 履行期間  契約締結日から令和５年３月３１日 

 （４） 業務内容  別紙笠岡市新病院基本計画策定業務仕様書のとおり 

 

３ 実施形式     公募型 

 

４ 見積限度額    14,930千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

５ スケジュール 

 （１） プロポーザル実施の公示及び実施要領公表 令和４年 ８月１５日（月） 

 （２） 質問書受付期間             令和４年 ８月１５日（月）から 

令和４年 ８月２５日（木）１２時まで 

 （３） 質問書に対する回答期限         令和４年 ８月３０日（火）１７時まで 

 （４） 参加申込書の提出期限          令和４年 ８月１５日（月）から 

令和４年 ８月３１日（水）１７時まで 

 （５） 参加辞退届の提出期限          令和４年 ９月 ９日（金）１７時まで 

（６） 企画提案書及び見積書の提出期間     令和４年 ８月２９日（月）から 

令和４年 ９月 ９日（金）１７時まで 

 （７） プレゼンテーション及びヒアリング実施  令和４年 ９月２９日（木）（予定） 

３０日（金）（予定） 

 （８） 審査結果通知日             令和４年１０月１１日（火）まで 

 

６ 参加資格 

  参加できるのは，次の要件全てに該当する者とします。 

 （１） 令和４年度笠岡市競争入札（見積）参加資格名簿へ登録があること 

 （２） 地方自治法施行令代１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと 

    一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

    二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

    三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十二条第一項各号に掲げる者 
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 （３） 賦課されているすべての税（国税，岡山県税，笠岡市税）を滞納していないこと 

 （４） 代表者又は役員等が，暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定

する暴力団若しくは同条第６号に規定する暴力団員又はこれらと社会的に非難されるべき関

係を有するものでないこと 

 （５） 参加資格申請書及びその添付書類に虚偽の記載がないこと 

 （６） 参加表明の受付締切日から審査結果通知日の間に笠岡市から指名停止措置を受けていないこ

と 

 （７） 公告日から過去10年以内に，国，独立行政法人国立病院機構，都道府県，市町村が設置す

る病院，または，医療法第七条の二に規定する病院の新築・増改築計画に係る，基礎調査・

あり方検討もしくは基本構想の策定もしくは基本計画の策定支援に係る業務を元請として受

託した実績を有していること 

 （８） 本業務の実施に当たり，統括責任者及び主任担当者を置くこと。なお，統括責任者は，本業

務と類似する業務に通算15年以上携わっている者を配置すること 

 （９） 業務体制上に次の有資格者を配置すること 

   ア 医業経営コンサルタント 

   イ 医療情報技師 

   ウ 一級建築士 

 

７ 参加申込手続 

  参加を希望し，参加資格を満たす者は次のとおり書類を提出してください。 

 （１） 受付期限 令和 ４年 ８月３１日（水） １７時まで（時間厳守・郵送の場合必着） 

 （２） 提出方法 持参または郵送 

          持参の場合は，土日祭日を除く，８時３０分から１７時００分まで 

 （３） 提出書類 ①参加申込書（様式１） 

          ②納税証明書（国税，岡山県税（該当がある場合），笠岡市税（該当がある場

合）に滞納が無いことの証明） 

 （４） 提出場所 〒７１４－８６０１ 岡山県笠岡市中央町１番地の１ 

           笠岡市健康福祉部病院建設推進室 担当：斎藤 

 （５） そ の 他 笠岡市における競争入札参加資格者名簿への登録がない場合は，遅くとも企画提

案書提出期限までには必ず登録を完了していること。 

 

８ 参加資格の確認通知 

 （１） 通知期限 令和 ４年 ９月 ２日（金）までに，参加の可否を通知します。（様式２） 

 （２） 通知方法 参加申込書に記載されたＦＡＸへ通知 

 

９ 企画提案書 

 （１） 受付期間 令和 ４年 ８月２９日（月） から 

令和 ４年 ９月 ９日（金） １７時まで（時間厳守・郵送の場合必着） 

 （２） 提出方法 持参または郵送 

          持参の場合は，土日祭日を除く，８時３０分から１７時００分まで 
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 （３） 提出書類 企画提案書（正本１部 副本１０部） 

   ア 企画提案書提出届（様式６） 

   イ 会社概要（様式７）   

   ウ 業務実績調書（様式８） 

   エ 業務実施体制・配置予定者調書（様式９） 

   オ 配置予定の統括責任者・主任担当者の経歴等の状況（様式１０） 

   カ 工程表（任意様式） 

   キ 企画提案書（作成要領は（４）企画提案書作成要領を参照すること） 

   ク 参考見積（様式１１） 

   ケ 見積内訳書（任意様式） 

  （アからケまでをＡ4縦左綴で全てのページに番号を付してください。） 

 （４） 企画提案書作成要領 

・企画提案書は業務委託仕様書４ 業務内容（１）～（６）について提案を行うこと。 

・企画提案書は各業務内容について2 ページ以内とし，Ａ４判もしくはＡ３判，横長，横書

き，左綴り，片面印刷とし，頁番号を付すこと。A3 判の場合はA4 折込みで綴じること。 

（５） 提出場所 〒７１４－８６０１ 岡山県笠岡市中央町１番地の１ 

           笠岡市健康福祉部病院建設推進室 担当：斎藤 

 （６） 注意事項 原則企画提案書は１社１案とします。 

         企画提案書を受け付けた後の追加や修正は認めません。 

 

1０ 質問回答 

 （１）質問方法    質問書・回答書（様式５）により 

            病院建設推進室へメール又はＦＡＸで通知 

 （２）質問書送付先  メールアドレス byouinkensetsu@city.kasaoka.lg.jp 

            ＦＡＸ番号 0865-69-２１８２ 

           ※FAXの場合はあわせて電話連絡すること（TEL 0865-69-1144） 

 （３）質問締切    令和 ４年 ８月２５日（木）１２時 

 （４）質問回答期限  令和 ４年 ８月３０日（火）１７時 

 （５）質問回答方法  参加業者全社へ ＦＡＸ 

           ホームページへ掲載 

 

１１ ヒアリング（プレゼンテーション） 

 （１）日 時   令和 ４年 ９月２９日（木），３０日（金）（予定） 

           時間等の詳細については，別途通知します。 

 （２）場 所   笠岡市役所会議室（別途通知します） 

 （３）出 席 者   ３名以内 

 （４）そ の 他    

・プロジェクター，スクリーン，パソコンは笠岡市で準備します。ただし，説明に使用する電

子データは提案書と同一又は抜粋されたものとし，追加は認めません。 

・会場参集を予定していますが，状況によりオンライン（zoom）に変更する場合があります。 
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１２ 評価基準   別紙評価基準書のとおり 

 

１３ 選考方法 

 （１） 評価基準書に基づき，企画提案書，ヒアリング（プレゼンテーション）等の審査により行い

ます。 

 （２） 選考の結果，評価点の合計が最も高い者を優先交渉権者とし，随意契約の交渉を行います。

ただし，その者と合意に至らない場合は，次点の者と交渉を行います。 

 （３） 評価点の合計が同点の場合の決定方法 

      ①見積書の金額が低い者を優先 

      ②審査員全員による多数決 

 （４） 参加者が１社の場合，基準点全体の70％以上の評価点のときに，随意契約の交渉を行いま

す。 

 （５） 次の事項のいずれかに該当する提案者は失格とします。 

   ア 参加申込がされていない，又は参加資格の審査により参加不可となった者 

   イ 提出期限を過ぎて企画提案書を提出した者 

   ウ 企画提案書に虚偽の内容が記載されている者 

   エ ヒアリング（プレゼンテーション）に参加しなかった者 

   オ 審査の公平性を害する行為があったと審査委員会が認めた者 

   カ 参考見積書の金額が見積限度額を超えている者 

 

１４ 選考結果の通知・公表 

  選考結果は，優先交渉権者が決定後，ヒアリング（プレゼンテーション）に参加した全社に次の

事項を書面で通知します。ただし失格となった場合は，別途通知します。 

  ・通知する者の得点 

  ・優先交渉権者名と得点 

  ・その他の参加者の名称のない得点一覧 

 

１５ 提出書類について 

 （１） 提出書類は返却しません。 

 （２） 提出された書類は，このプロポーザルに係る審査以外には使用しません。ただし，情報公開

請求があった場合には，笠岡市情報公開条例に基づき対応するので，第三者に開示する場合

があります。 

     しかし，事業を営むうえで，競争上または事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認

める情報は不開示となる場合があるため，この情報に該当すると考える部分がある場合に

は，あらかじめ文章により申し出ること。 

     なお，本プロポーザルの候補者特定前において，特定に影響がでるおそれがある情報につい

ては特定後の開示とします。 

 （３） 提出期限以降における訂正，差換えは，市から指示があった場合を除き認めません。 

 （４） 業務実施体制各種調書に記載した配置予定の責任者および担当者は原則変更できないものと
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します。やむを得ない理由で変更する場合には，笠岡市と協議の上決定するものとします。 

 

１６ 契約条件 

 （１） 優先交渉権者と，委託内容，仕様書，経費等について交渉を行った上で，再度見積書の提出

を求め，契約を締結します。 

 （２） 委託事業の全部又は主要部分を一括して第三者に再委託することはできません。ただし，笠

岡市が認めた場合（一部の業務を第三者に再委託する）はその限りではありません。 

 （３） 個人情報を取扱う場合には，笠岡市個人情報保護条例，笠岡市個人情報保護条例施行規則，

笠岡市情報セキュリティーポリシーに基づきこれを適切に取り扱うものとします。また，委

託業務の履行に関し，受託者の責に帰する故意又は重大な過失により笠岡市又は第三者に対

して損害を及ぼしたときは，受託者がその損害額を負担するものとします。ただし，その損

害が天災その他の不可抗力によるときは，その負担について笠岡市と受託者で協議のうえ定

めるものとします。 

 （４） その他契約に関する条項は笠岡市契約規則によります。 

 

１７ その他 

 （１） 仕様書に記載のない事柄についても，積極的に提案をし，当該事業がより良いものになるよ

うにすること。 

 （２） このプロポーザルにかかる費用は，すべて参加者の負担とします。やむを得ない理由により

このプロポーザルが中止された場合においても，それまでに要した費用を笠岡市に請求する

ことはできません。 

 （３） 参加申込書の提出後に参加を辞退する場合は，辞退届（様式４）を提出してください。 

 （４） プロポーザル実施に関する情報（参加者から提出された資料を含む）は，笠岡市情報公開条例

に基づき開示請求があった時は公開することがあること。 

 （５） 当該業務の受注者から提出された資料（企画提案書を含む）は，笠岡市情報公開条例に基づき

開示請求があった時は公開することがあること。 

 （６） 企画提案書の著作権は，その企画提案書を作成したものに帰属するものとしますが，契約相

手となった者の企画提案書については，事前に通知することにより笠岡市が無償で使用でき

るものとします。 

 

１８ 問合せ先 

   笠岡市健康福祉部病院建設推進室 担当：斎藤 

   〒７１４－８６０１ 岡山県笠岡市中央町１番地の１ 

   電話  0865-６９―１１４４ 

   ＦＡＸ 0865-６９―２１８２ 

   E-mail byouinkensetsu@city.kasaoka.lg.jp 

 


