
 

 
 

 

 

 

 

青梅市立総合病院新病院開院支援業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和２年９月  
新病院建設担当 

  



 

 
 

目次 

１ 目的 .............................................. 1  

２ 業務概要 .......................................... 1  

３ 参加資格 .......................................... 1  

４ 参加方法 .......................................... 3  

５ 参加資格に関する質疑 .............................. 4  

６ 新病院建設事業にかかる経過および関連資料 .......... 4  

７ 選定委員会および選定方法 .......................... 4  

８ スケジュール ...................................... 5  

９ 貸出図書 .......................................... 5  

10 業務提案書の作成にかかる質問の受付および回答 ...... 6  

11 業務提案書等の受付 ................................ 6  

12 業務提案書作成要領 ................................ 7  

13 業務提案書の内容 .................................. 8  

14 参加の辞退 ....................................... 10  

15 プレゼンテーション（ヒアリング）審査 ............. 10  

16 審査方法および事業者の決定 ....................... 12  

17 選定結果の通知 ................................... 13  

18 新病院関係会議への出席 ........................... 13  

19 参加者の失格 ..................................... 13  

20 契約の締結 ....................................... 14  

21 留意事項 ......................................... 15  

22 本件に関する問合せ先 ............................. 15  

 

 

  



 

1 

 

青梅市立総合病院新病院開院支援業務委託の業者選定にあたり、以下に

定める方法によりプロポーザル方式による選考を実施する。 

 

１ 目的 

この要領は、青梅市立総合病院（以下 「当院」という。）における

新病院開院支援業務を委託するにあたり、青梅市立総合病院新病院開院

支援業務委託仕様書にもとづき、新病院開院に向けた支援に最も適した

業者をプロポーザル方式で選定することを目的とする。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務委託名称 青梅市立総合病院新病院開院支援業務委託 

(2) 業務内容   青梅市立総合病院の新病院開院に伴う運用、医療機

器整備等の支援業務 

※詳細は、別紙「青梅市立総合病院新病院開院支援業

務委託仕様書」（以下「業務委託仕様書」という。）

のとおり 

(3) 業務実施場所 東京都青梅市東青梅４丁目１６番地の５ 

         青梅市立総合病院 

(4) 委託期間   契約締結日から令和５年１１月３０日まで 

(5） 見積上限額  金120,780,000円（消費税および地方消費税を含む。） 

         なお、この金額は契約内容の規模を示すためのもの

であり、委託料の支払いについては、年度毎に分割し

て行うものとし、本業務契約時に協議の上設定する各

年度の支払上限額をもとに各年度における出来高部分

について支払うものとする。 

 

３ 参加資格 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次の各号に掲げる要件をす

べて備えていること。 

(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こと。 

(2)  青梅市入札参加資格者名簿に登録されていること。 
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(3) 公表の日から参加資格確認結果の通知日までの間に、青梅市競争入

札等参加有資格者指名停止基準（平成１９年４月１日実施）にもとづ

く指名停止を受けていないこと。 

(4) 公表の日から参加資格確認結果の通知日までの間に、青梅市契約に

おける暴力団排除措置要綱（平成２４年４月１日実施）にもとづく停

止措置を受けていないこと。 

(5) 経営不振の状態（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７

条第１項にもとづき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項にもとづき再生手続開

始の申立てをしたとき、手形または小切手が不渡りになったとき等を

いう。ただし、青梅市が経営不振の状態を脱したと認めた場合を除く。）

にないこと。 

(6) 平成２１年４月１日以降、国、独立行政法人国立病院機構、国立大

学法人、都道府県、市町村が設置する病院又は公的病院（医療法第３

１条に規定する厚生労働大臣が定める者の開設する病院をいう。）の

整備（400床以上病院の新築又は全改築に限る。）に関する「運営計画

策定支援業務」、「医療機器等整備計画策定支援業務」、「情報シス

テム整備計画策定支援業務」、「移転計画策定支援業務」を元請とし

てそれぞれ一度は受託し完遂した実績があり、かつ、上記の受託業務

数が10件以上であること。 

この場合、上記業務を一括して受託した場合は、各業務項目毎にカ

ウントして差しつかえないこと。 

(7) 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会が認定する医業経営

コンサルタントの有資格者を統括責任者および主任担当者にあてる

こと。 

(8) 医療機器製造業および医療機器販売業の許可を受けた者でないこと。

また、それらと以下のような関連がないこと。 

ア 資本面 

一方の事業者が他方の事業者の発行済株式総数の50％以上の株式

を有するか、出資総額の50％を超える出資をしていること。 

イ 人事面 

一方の事業者の代表権を有する役員が他方の事業者の代表権を有



 

3 

 

する役員を兼ねていること。 

(9) 単独企業であること。 

 

４ 参加方法 

(1) 実施要領等の入手方法 

実施要領、参加表明書その他公募に係る資料・様式は、当院のホー

ムページ（https://mghp.ome.tokyo.jp/）からダウンロードすること。 

(2) 参加申込 

本業務に関する公募型プロポーザルに参加しようとする者は、次に

定めるところにより必要書類を提出すること。 

ア 参加表明書（様式第１号） 

イ 会社概要（様式第３－１号） 

企業の概要が示されているパンフレット等があれば添付すること。 

ウ 業務実績書 （様式第３－２号） 

業務実績にかかる契約書（鑑）の写し等を添付すること。 

エ 配置予定技術者（様式第３－３号） 

  所有する資格証の写しを添付すること。 

オ 貸出図書申請書（様式第４号） 

(3) 提出方法 

「参加表明書」 と明記した封筒に前号の書類を同封し、持参、また

は郵送すること。なお、郵送の場合は書留郵便とし、提出期限必着の

こと。 

(4) 提出先 

〒198-0042 東京都青梅市東青梅４丁目１６番地の５ 

青梅市立総合病院 新病院建設担当 

(5) 提出部数 

１部 

(6) 提出期限 

令和２年１０月６日（火）午後４時必着 

（受付は土曜日および日曜日を除く毎日、午前９時から午後４時まで） 

(7) 参加者の決定 

本業務に係る企画提案への参加者は、提出書類に基づき審査の上決

https://mghp.ome.tokyo.jp/
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定する。 

なお、審査結果は、令和２年１０月７日（水）までに通知する。 

 

５ 参加資格に関する質疑 

(1) 本件に関する参加資格に関する質疑については、質問書（様式第２

号）により受け付ける。 

(2) 受付期間は、令和２年９月２９日（火） 午後４時必着とし、提出方

法は電子メールとする。 

なお、電子メール送信後、到達確認の電話連絡を入れること。   

 ア 宛先 青梅市立総合病院 新病院建設担当 

イ 電子メールアドレス div9514@city.ome.lg.jp 

ウ 件名 新病院開院支援業務参加資格質問書の送付 

エ 電話 0428-22-3191（内線5239） 

(3) 受け付けた質疑に対しては、令和２年１０月１日（木）の当院ホー

ムページへの掲載をもって回答とする。 

(4) 電子メールシステムの不具合等により到達しない場合、質問書は無

効となる場合があるので注意すること。 

 

６ 新病院建設事業にかかる経過および関連資料 

  新病院建設事業にかかる経過および関連資料については、当院ホーム

ページを参照のこと。  
計画段階 URL： https://mghp.ome.tokyo.jp/?page_id=4158 

設計段階 URL： https://mghp.ome.tokyo.jp/?cat=21 

 

７ 選定委員会および選定方法 

委託先となる事業者の選定は、青梅市立総合病院新病院開院支援業務

委託業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が行う。選定方法

は、業務提案書内容の書類審査、プレゼンテーションおよび選定委員と

の質疑応答を行い、総合的な評価を行う。選考の結果、契約候補者およ

び次点候補者を決定する。 

なお、応募が１者のみとなった場合でも、選考を行う。 

 

mailto:div9514@city.ome.lg.jp
https://mghp.ome.tokyo.jp/?page_id=4158
https://mghp.ome.tokyo.jp/?cat=21
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８ スケジュール 

（※日程が変更となる場合は、改めて通知する） 

(1) 令和２年９月２３日（水） プロポーザル実施要領公開 

(2) 令和２年９月２９日（火）午後４時まで 参加資格質問締切 

(3) 令和２年１０月１日（木） 参加資格に関する質疑回答 

(4) 令和２年１０月６日（火）午後４時まで 参加表明書提出締切 

(5) 令和２年１０月７日（木）       参加資格結果通知、貸出図書送付 

(6) 令和２年１０月２０日（火）正午まで  業務提案書質問締切 

(7) 令和２年１０月２２日（木）      業務提案書質問回答 

(9) 令和２年１０月２８日（水）正午まで  業務提案書・見積書等提出期限 

(10)令和２年１０月３０日（金）（予定） プレゼンテーション  

(11)令和２年１１月上旬          選定結果通知予定 

 

９ 貸出図書 

業務提案書作成にあたり、入札参加資格があると認められた者に限り、

参加資格結果通知書に併せて、郵送により以下の資料の貸出を行う。 

なお、貸出図書は、業務提案書の提出までに返却すること。 

(1) 貸出資料 

  以下の書類が保存されたＣＤ－ＲＯＭ媒体（ファイル形式は主にＰ

ＤＦ形式） 

ア 新病院基本計画（平成３０年３月改定版） 

イ 新病院基本設計書（基本設計概要版） 

ウ 新病院実施設計概要書（令和元年１２月版） 

エ 新病院実施設計概要版（令和２年９月版） 

オ 建設計画支援およびｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務委託成果物の建設計

画支援業務の一部 

カ 基本運用計画策定およびｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務委託成果物の基

本運用計画策定業務の一部 

(2) 貸出期間 令和２年１０月７日（水）から令和２年１０月２８日（水）

業務提案書提出まで 

(3) 申請方法 貸出図書申請書（様式第４号）に必要事項を記入し、参

加表明書（様式１号）と同時に提出すること。 
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(4) 提出先 青梅市立総合病院 新病院建設担当 

(5) その他 貸出図書を受領後に受領完了の電話連絡をすること。 

(6) 連絡先  

 ア 宛先 青梅市立総合病院 新病院建設担当 

 イ 電話 0428-22-3191（内線5239） 

 

10 業務提案書の作成にかかる質問の受付および回答 

業務内容等に関する質問について、以下のとおり受け付ける。    

 (1) 質問期限 令和２年１０月２０日（火）正午まで 

(2) 質問方法 質問書（様式第２号）を新病院建設担当あてに電子メー

ルにて送付すること。 

なお、質問の内容によっては回答に時間を要するため、

質問書の送付は余裕をもって早期に行うこと。 

 (3) 質問書送付先 

ア 宛先 青梅市立総合病院 新病院建設担当 

イ 電子メールアドレス div9514@city.ome.lg.jp 

ウ 件名 新病院開院支援業務委託質問書の送付 

 (4) 到達確認 質問書（様式第２号）を送付後、到達確認の電話連絡を

すること。なお、電子メールシステムの不具合等により到

達しない場合、質問書は無効となる場合があるので注意す

ること。 

  (5) 回答方法 回答は、令和２年１０月２２日（金）午後５時までに参

加業者全社に電子メールにて送付する。 

(6) その他 

ア 定められた質問方法以外の質問は、受け付けない。 

イ 質問内容のうち、審査事項に該当する質問、他の提案者またはそ

の提案内容に関する質問および審査等に支障をきたすおそれのあ

る質問は受け付けない。 

 

11 業務提案書等の受付 

(1) 提出期限 令和２年１０月２８日（水） 正午必着 

(2) 提出先  〒198-0042 東京都青梅市東青梅４丁目１６番地の５ 

mailto:div9514@city.ome.lg.jp
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青梅市立総合病院 新病院建設担当 

(3) 提出方法 新病院建設担当に直接持参すること。 

(4) 提出書類 原本およびその写し、電子データ（ＰＤＦ形式）を保存

したＣＤ－ＲＯＭ 

項    目  
原本 

１部 

写し 

15部 

CD-ROM 

１枚 

提案書提出届（様式第５号） ○ × ○ 

業務実施体制・配置予定者調書 

（様式第６－１号） 

○ × ○ 

配置予定者調書（統括責任者） 

（様式第６－２号） 

○ × ○ 

配置予定者調書（主任担当者） 

（様式第６－３号） 

○ × ○ 

業務提案書（任意様式） 〇 〇 〇 

プロポーザル課題提案書 

（様式第７号） 

〇 〇 〇 

参考見積書（様式第８－１号） ○ × ○ 

年度別見積内訳書 

（様式第８－２号） 

○ × ○ 

詳細内訳書（任意様式） ○ × ○ 

※×は不要 

 

12 業務提案書作成要領 

以下の資料について、Ａ４横型または縦型片面左綴じとすること。 

なお、下記(1)から(4)について印刷物の他、電子ファイルを収録した

ＣＤ－Ｒも提出すること。 

(1) 業務提案書（任意様式） 

ア 業務提案書は全て片面印刷15ページ以内（様式第５号提案書提出

届、課題提案書を除く）とし、原則Ａ４サイズ（Ａ３判の折込み可、

なおその際はＡ４判２枚に換算）とし、ページ番号を付すこと。 

イ 作成部数は、原本１部、写し15部とする。 

ウ 公平な審査をするため、業務提案書の提出者（協力事務所を含む）
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を特定することができる内容の記述（具体的な社名等）を記載しな

いこと。 

エ 文字の大きさは10ポイント以上とすること。写真、イラスト、イ

メージ図に添えるコメントは10ポイント未満でも可とするが、読み

やすい大きさであること。 

オ 原本は、ホチキス留めせずにクリップ等で留め、封筒に封をして

提出すること。 

カ 写しは、１部毎に左側１箇所をホチキスで留めること。 

キ 課題提案書（様式第７号）を差し込むこと。 

ク その他 

(ｱ) 業務提案書等の提出は、各社１案に限るものとする。 

(ｲ) 要求された内容以外の書類等については受理しない。 

(ｳ) 提出書類が実施要領で示した条件に適合しない場合は、無効と

することがある。 

(2) 業務実施体制・配置予定者調書 

  ア 業務実施体制・配置予定者調書については、様式第６－１号から

様式第６－３号を記載すること。 

 イ 配置予定者調書については、本業務に携わるすべての予定者分を

提出すること。 

(3) 参考見積書 

ア 参考見積書は、様式第８－１号により作成すること。 

イ 各年度の見積内訳を様式第８－２号により作成すること。 

ウ 配置技術者の単価、工数の記載された詳細内訳書（任意様式）を

作成し添付すること。 

エ 作成部数は１部とする。 

 

13 業務提案書の内容 

 業務提案書に記載する内容は以下のとおりとする。 

(1) 本業務の理解と実施方針（必須） 

   青梅市立総合病院の新病院建設事業についての自社の考え方、本業

務を受注することにより、病院にもたらす効果等を明確にし、理解度

および業務実施方針を記述すること。 
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また、自社が他社と比較して特に優れた点や強み（特色や独自性）

を発揮することができるポイントについて記述すること。 

(2) 業務体制について（必須） 

   本業務に従事する責任者、担当者の経歴および実績、実施体制を記

載すること。 

(3) 業務実施スケジュール（必須） 

 ア 本業務の実施スケジュールについて提案すること。 

なお、スケジュールには、仕様書に記載されている業務は全て含 

み、その他提案すべき作業がある場合には、追加すること。 

 イ 本業務を遂行する上での病院職員と提案者の役割分担について提

案すること。 

 ウ 各業務における作業内容、人数等必要な項目を可能な限り明確に

記載すること。 

   なお、現時点での従事可能予測日数等を含め、数値化されたもの

として記載することが望ましい。 

(4) 業務用件に関する提案（必須） 

  次の各業務について作業項目、作業実施時期、実施手法等について

簡潔にまとめ提案すること。 

  なお、各業務については開院支援業務委託仕様書による業務内容に

沿った提案を行うこと。 

① 運用計画策定支援業務 

② 物品管理計画策定支援業務 

③ 委託化計画策定支援業務 

④ 情報システム等更新計画支援業務 

⑤ 医療機器等整備計画支援業務 

⑥ 移転計画策定支援業務 

⑦ 経営計画策定支援業務 

(5) プロジェクト管理（必須） 

ア  プロジェクト全体の進め方（管理方針）、管理方法、作業遅延

を招かない工夫、遅延した場合のリカバリ方法等について具体的

に提案すること。 

  また、プロジェクト方針に則した具体的な成功のポイントを記
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載すること。 

イ 各種検討・会議体等必要な会議体や検討会について、目的、内

容、開催頻度、参加者等をどのように考えるか、また効率的で効

果的な会議をするための工夫やツール等を提案すること。 

ウ  開院に伴う関連業者との調整方法について具体的に提案するこ

と。 

エ プロジェクトの進め方における役割分担を明確にし、職員負担

を軽減するためのサポート手法について具体的に提案すること。 

(6) 課題提案（必須）※様式第７号（Ａ４横または縦） 

「新病院の施工段階から開院に向けて特に重要と考えられる課題は

何か」を提示し、その課題を抽出した理由、解決に向けた自社の取

組み、病院の取組みについて、考え方や手法等を提案すること。 

 なお、様式第７号については、Ａ４版横型、縦型の２様式準備し

ているため、業務提案書に合わせたものを選択すること。 

 (7) その他全体に対する自由提案（任意） 

   その他、青梅市立総合病院にとって有効で実現性のある自由提案が

あれば提案すること。 

 

14 参加の辞退 

参加を辞退する場合は、速やかに辞退届（様式第９号）を１部、持参

または電子メールにて提出すること。 

電子メールの場合には、送付後に必ず到達確認の電話連絡をすること。 

  提出先 宛先 青梅市立総合病院 新病院建設担当 

電子メールアドレス div9514@city.ome.lg.jp 

電話番号 0428-22-3191（内線5239） 

 

15 プレゼンテーション（ヒアリング）審査 

(1) 実施予定日時・場所 

令和２年１０月３０日（金） 青梅市立総合病院内 

時間、会場等の詳細は、業務提案書等提出時に別途通知する。 

なお、実施日を変更する場合には別途通知する。 

(2) 出席者 

mailto:div9514@city.ome.lg.jp
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ア ４名以内（責任者、または各業務担当が説明すること） 

イ ヒアリング時には、特に中心となって各業務支援を行う予定のス

タッフを必ず参加させること。 

(3) プレゼンテーション（ヒアリング）時間 

各社の持ち時間は、１社あたり40分（プレゼンテーション15分、質

疑応答25分）とする。 

 (4) 審査者 

青梅市立総合病院新病院開院支援業務委託業者選定委員会委員８名 

(5) 留意事項 

  ア 審査は公平を保つため、会社名を伏せて実施する。 

このため、説明時に自社の社名や、社名を連想させる事項を発言

しないこと。 

イ プレゼンテーションの内容は、原則、提案書にもとづくものとす

る。 

ウ 提案書の部分拡大や概要版については可能とする。 

エ 資料の追加配布や差し替え、パネル等の使用は一切認めない。 

オ 提案書の口頭での軽微な訂正は可能とする。 

カ プロジェクター（EPSON EB-910W）、接続ケーブル（RGBケーブル 

ミニD-Sub15pin 10m）、スクリーンおよびマイクアンプは当院が準

備する。 

 また、パソコン、HDMI ケーブル（5～10ｍ程度）、ポインター、指

棒、電源延長コードおよび予備記録媒体等が必要な場合には、参加

者が持参するものとする。 

  なお、機器の不具合によりプレゼンテーションが行えない場合で

あっても、当院は一切責任を負わないため、参加者が上記以外に必

要なものを含め、機器等を準備しても構わない。 

キ  ヒアリングに係る経費は参加者の負担とする。 

ク 参加者の撮影、録音および録画は不可とする。 

ただし、当院は記録のため撮影、録音および録画を行う場合があ

る。 

ケ  参加者は、新型コロナウィルス感染症対策のため、マスクを着用

すること。また、病院入口にて手指消毒を行うこと。 
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コ 参加者は、当日は、あらかじめ検温を行った上で来院すること。

その結果、37.5度以上の体温であった場合、または咳等の症状がみ

られた場合は、ヒアリング（プレゼンテーション）には参加できな

いものとする。 

 

16 審査方法および事業者の決定 

(1) 選定方法 

業務提案書、参考見積書およびプレゼンテーション（ヒアリン

グ）を踏まえて、以下の評価項目にもとづき、選定委員会の委員８

名により審査を行う。 

選定委員会での審査により、最上位となった者を契約候補者とし

て、また次点となった者を次点候補者として決定し、病院事業管理

者へ報告する。 

(2) 評価項目および配点 

各審査員の持ち点は100点とし、各審査員の評価点の合計点で契約

候補者および次点候補者を決定する。（最大800点） 

評価項目と審査員１人あたりの評価項目ごとの配点は次の表のと

おりとする。 

評 価 項 目 配点 

１ 本業務の理解と実施方針 ３点 

２ 業務体制について ５点 

３ 業務実施スケジュール ４点 

４ 業務用件に関する提案 

① 運用計画策定支援業務 

② 物品管理計画策定支援業務 

③ 委託化計画策定支援業務 

④ 情報システム等更新計画支援業務 

⑤ 医療機器等整備計画支援業務 

⑥ 移転計画策定支援業務 

⑦ 経営計画策定支援業務 

各４点 

計２８点 

５ プロジェクト管理 １２点 
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６ 課題提案 ４点 

７ その他全体に対する自由提案 

  （特に有用な提案については加算点） ４点 

８ プレゼンテーションおよびヒアリング     １０点  

 

参考見積額 ３０点 

 
合計 １００点 

(5) 評価点数が最も高い者が２者以上あるときは、委員の投票による多

数決で当該同点者の順位を決定する。票数が同数の場合には、委員長

の判断により決定する。 

(6) その他 

ア 不測の事態が生じた場合は、委員会の判断により協議の上決定す

る。 

イ 各審査員の審査内容については非公表とする。 

ウ 審査結果に対する一切の異議申立ては、受け付けない。 

 

17 選定結果の通知 

  選定結果の通知は、令和２年１１月上旬に参加を辞退した者および参

加しなかった者を除く全参加者に電子メールにて通知する。 

 

18 新病院関係会議への出席 

  選定結果通知後、契約候補者は新病院に関係する会議体に参加しても

らうため、予定を空けておくこと。 

(1) 令和２年１１月１６日（月）午後２時から 

 新病院事務局合同会議（事務局長、事務局課長、係長の参加する会

議体） 

(2) 令和２年１１月２４日（火）午後２時から 

 新病院準備会議（新病院に関する院内の最高意思決定会議体） 

 

19 参加者の失格 

次のいずれかに該当したときは、本プロポーザルへの参加を無効とす

る。 
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(1) 業務提案書の提出日、提出場所、提出方法および記載等が本要領に

適合しなかったとき。 

(2) 業務提案書の記載が、留意事項（各様式に記載）に適合しなかった

とき。 

(3) 業務提案書に記載すべき事項の全部又は一部が掲載されていなかっ

たとき。 

(4) 業務提案書に虚偽の内容が記載されていることが判明したとき。 

(5) 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。また、

要求された内容以外の書類、図面等については受理しない。 

(6) 見積上限額を超える金額で参考見積書を提出したもの。 

(7) 参考見積書の金額を訂正したもの。 

(8) 参考見積書と内訳書の金額が一致しないもの。 

(9) 参加資格確認結果通知日以降で、青梅市競争入札等参加有資格者指

名停止基準（平成１９年４月１日実施）にもとづく指名停止を受けた

とき。 

(8) 参加資格確認結果通知日以降で、青梅市契約における暴力団排除措

置要綱（平成２４年４月１日実施）にもとづく停止措置を受けたとき。 

(9) その他不正な行為があったと認められたとき。 

 

20 契約の締結 

(1) 病院事業管理者は、委員会が選定した契約候補者を当該業務にかか

る随意契約の相手方として契約を締結する。 

(2) 契約候補者として採用された場合には、提出された業務提案書およ

び参考見積書の価格をもとに、業務委託契約のための仕様確認等の協

議を発注者と行うため、改めて見積書を提出すること。 

(3) 見積の金額は、原則、プロポーザル提案時の見積額の範囲内とする。 

  なお、協議が整わない場合、また、契約締結までに契約候補者が失

格事項に該当した場合は、次点契約候補者と協議し、契約交渉を行う。 

(4) 業務提案書に記載された事項が履行できなかった場合は、協議の上

契約金額の減額または損害賠償請求等を行うものとする。 
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21 留意事項 

(1) プロポーザルに関する書類の作成および提出にかかる費用並びにヒ

アリング等の参加にかかる費用は、すべて参加者の負担とする。 

(2) 提出書類は返却しない。なお、当院は、参加者に無断で、また、本

件以外の目的をもって書類記載の情報を利用することはない。 

(3) 提出書類の知的所有権は提出した者に所属するが、選定作業等にお

いて、必要な範囲で複製する場合がある。また、提出書類は、青梅市

情報公開条例にもとづき公開する場合がある。 

(4) 当院は、提出書類を保存および記録し、図録等により公表する権利

を有するものとし、公表の際の使用料等は無償とする。 

(5) 当院が提供する資料は、参加への検討以外での目的で使用できない。 

また、参加者は、参加に当たって知り得た情報を当院の許可なく第

三者に漏らしてはならない。 

(6) 参加者は、１つの提案しか行うことができない。 

(7) 提出書類の修正、再提出はできない。ただし、提出書類に脱漏また

は不明確な表示等があり、かつ当院が修正を認めたときはこの限りで

はない。 

(8) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、その書類を無効とし、参加者

は失格とする。 

(9) 提出書類に記載した責任者および業務担当者は、病気、死亡、退職

等の特別な理由があると認められる場合を除き、変更できない。 

ただし、当院が当該業務の担当者を不適切と判断した時は、事業者

と協議の上、担当者の変更を要請する場合がある。 

(10)業務委託における業務内容については、プロポーザルの内容にかか

わらず、発注者と協議の上、変更できるものとする。 

(11)受注者は、発注者が新病院建設に関わる関係業者との協議、協力の

上、業務を行うこと。 

(12)その他、不測の事態が生じた場合は、選定委員会の判断により、決

定する。 

 

22 本件に関する問合せ先 

〒198-0042 東京都青梅市東青梅４丁目１６番地の５ 
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青梅市立総合病院 新病院建設担当 

電話：0428-22-3191（内線5239） FAX：0428-24-5126 

電子メールアドレス：div9514@city.ome.lg.jp 

mailto:div9514@city.ome.lg.jp

