
公立八女総合病院入院セットレンタルサービス提供業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

この業務は、入院患者が必要とする寝衣類、タオルに用品や紙おむつ等の生活用品（以

下、「入院セット」という。）を適切な方法により提供することで、入院患者及びその家族

等の負担を軽減することを目的とする。 

本要領は、受託可能な委託事業者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、

必要な手続きについて定める。 

 

1. 業務の概要 

（１） 業務の名称 

入院セットレンタルサービス提供業務 

（２） 業務内容 

別紙「公立八女総合病院入院セットレンタルサービス提供業務仕様書」のとおり 

（３） 委託期間 

令和５年６月 1 日～令和８年 3 月 31 日 

（４） 業務履行場所 

公立八女総合病院（福岡県八女市高塚 540 番地 2） 

 

2. 参加資格 

企画提案に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

（１） 平成３１年 4 月 1 日から令和４年 3 月 31 日までの期間に一般病床数 200 床以上

の医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 1 条の 5 に規定する病院において、２年以

上継続して、入院セットレンタル取引の実績を有すること。 

（２） 公立八女総合病院企業団の「令和３・４・５年度物品供給・業務委託等競争入札

参加資格審査（営業品目：315 役務の提供等（その他））」で参加資格を得ている者

であること。なお、本資格を有しない者については、令和５年２月１５日（水）ま

でに参加資格申請を行い、２月２０日（月）までに資格を有すると認定された者で

あること。 

（３） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４及び公立八女総合

病院企業団契約規則第２条の規定に該当しない者であること。 

（４） 福岡県暴力団排除条例（平成２１年条例第５９号）第２条第１項に規定する暴力

団、暴力団員、暴力団員等又はそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

（５） 団体若しくは代表者が国税及び地方税を滞納していないこと。 

（６） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225

号）に基づき更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でない

こと。 

 



3. 参加手続き 

（１） 担当部署及び問い合わせ先 

  〒834-0034 福岡県八女市高塚 540 番地 2 

公立八女総合病院財務課 

   電話 0943-23-4131  FAX 0943-22-3185 

   メールアドレス zaimuka@yamehp.jp 

（２） 要領等の配布について 

ア 配布期間：令和５年 2 月２日（木）～令和５年２月１５日（水） 

      （土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後 4 時まで） 

イ 配布場所：３．（１）の部署で配布するほか、当企業団ホームページからダウン 

 ロードできる。 

（３） 応募書類の提出期限等 

ア 提出期限：令和５年２月２日（木）～令和５年２月１５日（水） 

イ 提出場所：３．（１）の部署 

ウ 提出方法：持参（平日の午前９時～午後４時まで）又は郵送 

（４） その他 

ア 応募書類を提出後に辞退する場合は、書面「プロポーザル参加辞退届（様式は任

意）」により届け出る。 

イ 応募書類を提出した後に訂正、差し替え、再提出をすることはできない。ただし、

当企業団から指示があった場合を除く。 

ウ 応募書類以外に追加書類等の提出を求めることがある。 

 

4. 質疑及び回答 

（１） 受付期間 

令和５年２月２日（木）～令和５年２月１３日（月） 

（２） 質疑方法 

電子メール 

件名は、「入院セットレンタルサービス提供業務に関する質問」とすること。 

（３） 様式 

質問書（参加様式７） 

（４） 回答期限 

令和５年２月１４日（火）午後 4 時まで 

（５） 回答方法 

随時、質問者に対し、電子メールで回答するほか、随時、当企業団のホームページ

に掲載する。 

 

5. 応募書類 

（１） 提出書類 

ア 参加表明書（参加様式１）１部 



イ 会社概要書（参加様式２）１部 

ウ 業務実績書（参加様式３）１部 

エ 誓約書（参加様式４－１、参加様式４－２）各１部 

オ 委任状（企画提案者が代表者または代理人と異なる場合は必須）（参加様式６） 

 

6. 参加資格審査について 

参加資格審査の結果は、２月２０日（月）までに電話および電子メールにて通知する。 

  ※参加資格がない者は、本プロポーザル手続きを打ち切る。 

 

7. 企画提案書等の提出 

（１） 提出書類 

ア 企画提案書 10 部 

イ 当院で回収した物品を洗濯する工場の医療サービスマーク認定書（写）もしくは

クリーニング所開設検査確認証（写）と当該工場に配置されるクリーニング師の

クリーニング師免許証（写）（各１部） 

※上記を満たす洗濯業者と連携し、業務を履行する場合は提出不要 

ウ 入院セット見積書（参加様式５）１部 

（２） 企画提案書の作成方法  

 別紙「企画提案書作成要領」のとおり 

（３） 書類の提出期限等 

ア 提出期限：令和５年２月 27 日（月）午後 2 時 

イ 提出場所：３．（１）の部署 

ウ 提出方法：持参（平日の午前９時～午後４時まで） 

（４） 提出された書類の取扱い 

ア 本プロポーザル手続きにおける契約の相手方の候補者の選定以外の目的では使

用しない。ただし、公文書公開請求があった場合は、「公立八女総合病院企業団 

情報公開条例」に基づき、取り扱うこととする。 

イ 選考を行う作業に必要な範囲において、複製を行うことがある。 

ウ 提出された書類は返却しない。 

エ 企画提案書等の著作権は、提案者に帰属する。 

オ 企画提案書等に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される

第三者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が行

う。 

 

8. 企画提案審査 

「公立八女総合病院入院セットレンタルサービス提供業務に係る公募型プロポーザ

ル審査委員会（以下、「審査委員会」という。）」が審査を行う。 

ア 日時：令和５年２月２８日（火） ※詳細については、別途通知する。 

イ 場所：公立八女総合病院内会議室 



ウ 実施方法：１者あたりプレゼンテーション 20 分、質疑 10 分以内とする。 

     出席人数は３名以内とし、責任者は可能な限り出席すること。 

（１） 審査方法 

評価項目に基づき採点する。 

 

評価項目等 

評価項目 評価内容 評価基準 

１ 商品面 商品に関する内容 指定した商品が仕様書に定めたものと同等

の商品か 

２ 価格面 価格に関する内容 価格は妥当か 

３ 運用面 運用体制 申込みから退院までの運用 

４ 運用体制 滞りなく患者へ商品を提供できる体制か 

 運用体制 配置人数と具体的な業務内容 

５ パンフレット等の内容 利用者が理解できる内容か 

６ クレームや緊急時の対応 クレームや緊急時の対応方法 

７ 商品の品質維

持・管理 

商品の衛生確保 商品の洗濯は適切な工場で行われている

か 

８ 商品の衛生確保 感染の危険のある商品の消毒方法は適切

か 

９ 品質の維持方法 商品の品質維持方法 

１０ 物流体制 物流網・集配回数 

１１ バックアップ体制 災害などの発生時に業務が継続できるか 

１２ 個人情報保護 利用者の個人情報保護 利用者の情報の管理方法 

１３ 利用者の個人情報保護 サイバー攻撃防御策 

１４ その他 サービス面 入院セット以外のサービス 

 

 

（２） 選定方法 

ア 企画提案審査の点数が最も高い者を第一交渉権事業者とする。交渉後、当企業団が求

める業務条件等を満たせないと判断した場合は、次点者と交渉する。 

イ 最高点の者が複数の場合は、入院セット見積書の管理手数料が最も高価な者を第一交

渉権事業者とする。 

（３） その他 

次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 

ア 提出した書類に虚偽の記載をした場合 

イ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

ウ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

 



9. 選定結果の通知・公表 

（１） 候補者選定後、参加者全員にメールにて結果を通知するとともに、当企業団のホームページ

において公表する。 

（２） 審査結果の内容に関する問い合わせには一切応じない。 

 

10. 契約手続 

（１） 契約交渉の相手方に選定された者と当企業団との間で、委託内容、経費等について再度調

整を行った上で協議が調った場合、委託契約を締結する。 

（２） 受託者は契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納付書（様式第１号）により納

付しなければならない。ただし、公立八女総合病院企業団契約規則第30条第６号に該当

する場合は、契約保証金を全部又は一部を免除する。 

（３） 選定された候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を記載した辞

退届（様式は任意）を提出すること。なお、この場合、次点者を候補者とする。 

 

11. その他 

（１） 本要領に記載の日程、時間は変更になる場合がある。 

 

 

【スケジュール】 

内容 期間等 

実施要領、仕様等の配布 令和５年２月２日（木）～令和５年２月１５日（水） 

応募書類提出期限 令和５年２月１５日（水） 午後４時 

質問書の受付期限 令和５年２月１３日（月） 

質問に対する回答期限 令和５年２月１４日（火）午後４時 

参加資格審査結果の通知 令和５年２月２０日（月） 

企画提案書等の提出期限 令和５年２月２７日（月） 午後２時 

企画提案審査 令和５年２月２８日 

審査結果の通知 令和５年３月上旬 

契約締結 令和５年３月上旬 

 

 

 

【担当事務局（問い合わせ先）】 

部 署 名  公立八女総合病院 財務課 

住 所  〒834-0034 福岡県八女市高塚 540 番地 2 

電話番号  0943-23-4131 

電子メール  zaimuka@yamehp.jp 


