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明 病 経 第 １ ６ ７ 号 

平成 29(2017)年 2月 24日 

 

地方独立行政法人明石市立市民病院 

                            理事長  藤本  莊太郎 

(公印省略 経営管理本部経理課) 

 

地方独立行政法人明石市立市民病院 

駐車場管理運営業務を行う事業者の募集について 

 

【募集の目的】 

 地方独立行政法人明石市立市民病院（以下、当院という）では、駐車場の適正管理、自

主財源の確保等を目的とし、効率的かつ効果的に行うために、運営事業者（以下、事業者

という）を公募する。 

 

１．当院駐車場の概要 

（１）所在地    ：明石市鷹匠町１番３３号 

（２）病床数    ：３５７床 

（３）駐車台数   ：全３５２台（来院者用 ２１１台  職員用 １４１台） 

（４）主な診療科目 ：２３診療科 

（５）１日平均患者数：入院 ２４４人（平成２７年度） 

           外来 ５５７人（  〃   ） 

（６）職員数    ：職員数５８０人（平成２７年度末時点） 

 

２．選定方法 

  公募式プロポーザル方式（以下本プロポーザルという）により優先交渉権者を決定す

る。 

 

３．契約期間 

  平成２９年５月８日から平成３４年３月３１日まで。 

 

４．業務概要 

（１）当院の駐車場において、「地方独立行政法人明石市立市民病院駐車場管理運営業務委 

   託仕様書」に定めた駐車場管理業務を行う。 

（２）運営条件等 

   仕様書のとおり。 
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５．応募資格要件 

  本プロポーザルの参加要件として、次の条件を全て満たし、事業契約期間において確

実に業務を遂行する能力も有する者とする。 

（１）事業実績 

   ３００床以上の病院かつ１箇所２００台以上の駐車可能な駐車場を有する医療 

機関の管理運営を直近５年間で５施設以上行った実績を有している法人であるこ 

と。 

（２）失格要件 

  ① 地方独立行政法人明石市立市民病院契約規程第４条の各項に該当し、一般競争入

札に参加できないとされている者。 

  ② 会社更生法及び民事再生法に基づく更生手続開始の申立がなされている者。 

  ③ 精算中の株式会社である事業者について、商法に基づく特別清算開始命令がなさ

れた者。 

  ④ 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２項から第４号まで又は

第６号に規定する団体又は構成員に該当する者。 

  ⑤ 国税及び明石市における地方税の未納がある者。また、受託予定者となった場合

は、契約締結期限までの間に、納税証明書を提出できない者。 

 

６．募集のスケジュール 

 （１）事業者公募の広告         平成２９年 ２月２４日（金） 

 （２）募集要項の交付開始        平成２９年 ２月２４日（金） 

 （３）参加申込・応募要件関連資料提出  平成２９年 ２月２４日（金） 

                       ～３月 ３日（金）（17時まで） 

 （４）質問の受付期間          平成２９年 ２月２４日（金） 

                       ～３月 ３日（金）（正午まで） 

 （４）質問の回答            平成２９年 ３月 ８日（水） 

 （５）企画提案書の提出期限       平成２９年 ３月１３日（月） 

(１６時まで) 

 （６）プレゼンテーション及びヒアリング 平成２９年 ３月１７日（金） 

                      １３時３０分～１６時３０分(予定) 

７．募集要項の交付期間及び場所 

（１）交付期間 平成２９年 ２月２４日（金）～ ３月 ３日（金） 

（２）交付場所 〒６７３－８５０１ 

        兵庫県明石市鷹匠町１番３３号 

        地方独立行政法人明石市立市民病院２階 経理課 

 



3 

 

８．プロポーザルに関する質問及び回答 

（１）提出期間 平成２９年度 ２月２４日（金）～ ３月 ３日（金）正午まで 

（２）提出方法 

    質問書（指定様式）に記載のうえ、電子メールの添付ファイルにて提出すること。 

    電話・訪問による質問は受け付けない。 

    E-mail：byoinsom@city.akashi.lg.jp 

（３）回答方法 

   提出された質問書に対する回答は一括して平成２９年３月８日（水） 

に病院ホームページ上にて公開する。 

 

９．プロポーザル関係書類の提出 

  本プロポーザルに参加する者は、下記の書類を提出すること。 

（１）提出書類 

   ① 公募型プロポーザル方式業務委託参加申請書（１部／指定様式） 

   ② 本文 5.応募資格要件（1）を証明する 5施設分の契約書等（1部） 

     ※公募型プロポーザル方式業務委託参加申請書と共に提出。 

      尚、契約書等については開示出来る範囲で可能 

   ③ 会社案内・概要書（１部原本／１１部コピー／任意様式） 

   ④ 企画提案書（１部原本／１１部コピー／詳細は仕様書及び本書該当箇所に基づ

くこと） 

   ⑤ 直近３期の決算書等（１部原本） 

   ⑥ 関連業務実績表（１部原本／１１部コピー／本募集要項「５ 応募資格要件（１） 

事業実績に該当するものを記載すること。） 

   ⑦ 業務費内訳書(表紙は指定様式、内訳書は任意様式) 

（２）提出方法及び日時 

   ① 提出方法 

持参又は郵送（郵送の場合は、簡易書留等、当院が受領した事実の証明が可能

な方法をとること。） 

   ② 提出日時 

     本募集要項のスケジュール及び各項目に記載のある提出期限を遵守すること。 

１０．企画提案書の提出 

   参加事業者は、下記の企画提案に関する書類を提出すること。なお、別途企画提案

の内容についてはプレゼンテーション及びヒアリングを実施する。 

（１）提出書類 

    企画提案書（任意様式で、下記の提案項目、記載内容を A４判１５項～２５項で提

出すること。） 
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（２）提出日時 平成２９年 ３月 １３日（月）１６時まで 

（３）提出場所 募集要項の交付場所と同じ 

（４）提出部数 1部原本／１１部 

（５）提出方法 持参又は郵送により提出すること。（郵送の場合は、簡易書留等、当院が 

        受領した事実の照明が可能な方法をとること。） 

（６）企画提案書記載項目 

 提案項目 記載内容 

① 管理運営実績 過去５年間における、当院と同規模病院駐車

場の管理業務実績を記載すること。 

② 本事業を行うにあたって

の方針・コンセプト等 

本業務を行うにあたって、取組方針、コンセ

プト等を記載すること。 

③ 業務内容・運営方法等 準備期間を含めた業務内容・駐車場運営手順

や利用者等への対応や、設備機器設置等の提

案及びその他意欲的な提案を記載すること。 

なお、無人駐車場として運営することを基本

とするが、常駐員を置いた場合の運営方法や

そのメリット等についても提案すること。 

④ 管理及び連絡体制 業務実施体制及び緊急時の管理体制、社内バ

ックアップ体制について記載すること。 

また、病院との連絡体制等についても記載す

ること。 

⑤ リスクマネジメント 駐車場を運営していく上で、想定されるリス

クやトラブルについて記載し、予防策、解決

策等の対応を具体的に記載すること。 

なお、個人情報に関する対応についても記載

すること。 

⑥ 提案金額 管理運営業務委託金額を月額で内訳を含め

て記載すること。なお、無人駐車場として運

用することを基本とするが、常駐員を置いた

場合の費用についても、別途試算し、提案す

ること。 

また、仕様書に記載のある料金体系で算出さ

れる駐車場使用料金を試算し、記載するこ

と。試算にあたっての資料については、参加

申請書提出時に配付する。 

    ※実際の駐車場料金については、仕様書に記載のある通り、事業者決定後に当院
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との協議で決定する。 

 

（７）企画提案の評価項目 

 評価項目 

① 業務実績・業務経験 

② 本業務を実施するにあたっての取組方針・コンセプト 

③  業務内容・運営方法等について 

④ 業務実施体制、管理体制（緊急時対応を含む）、バックアップ体制

や病院との連絡体制など 

⑤ リスクマネジメント 

⑥ 提案金額 

 

（８）企画提案書作成上の注意 

   企画提案書を作成する際には、抽象的な表現を避け、分かりやすく具体的な提案を 

すること。 

 

１１．プレゼンテーション・ヒアリングの実施 

   企画提案書の内容に基づき、プレゼンテーション及びヒアリングを実施する。 

   なお、開始時間等については、参加事業者に対して平成２９年３月１４日（火） 

担当者に電話連絡にて通知する。 

（１）日程 平成２９年 ３月１７日（金）１３時３０分～１６時３０分（予定） 

（２）場所 兵庫県明石市鷹匠町１番３３号 

      地方独立行政法人明石市立市民病院２階 講義室Ａ 

 

１２．失格事項 

   次のいずれかに該当するものは参加資格を取り消す。 

   ① 提出期限までに企画提案書を提出しなかった者。 

   ② 提出書類に虚偽の記載をし、その他不正の行為をした者。 

   ③ 特別な事情なくプレゼンテーション等の開始時間に遅れた者または出席しなか 

った者。 

   ④ 本プロポーザルの手続き期間中に参加資格条件を満たさなくなった者。 

   ⑤ 審査の公平性を害する行為を行った者。 

   ⑥ その他、募集要項に定める手続き、方法等を遵守しない者。 

１３．審査方法及び優先交渉権者の決定方法 

（１）審査方法及び優先交渉権者 

参加事業者の提案内容を審査するため、当院の職員で構成する地方独立行政法人明
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石市立市民病院駐車場管理運営事業者選定委員会（以下、選定委員会）を設置する。 

   選定委員会は、企画提案書の評価項目について、プレゼンテーション等を踏まえて

総合的に審査し、最も評価点数の高い参加事業者を優先交渉権者に、２番目に高い評

価点数の参加事業者を次点交渉権者に特定する。 

（２）結果通知 

   選定委員による審査結果を参加事業者に文書で通知する。なお、プレゼンテーショ

ン等及び選定委員会は非公開とする。 

 

１４．優先交渉権者との決定後の手続き 

（１）当院は優先交渉権者との間で、本事業実施に関する契約の締結に向け協議を行う。 

（２）優先交渉権者との間で契約締結に至らなかった場合には、次点交渉権者を繰上げ、

契約に向けた協議を行う。 

 

１５．本プロポーザルにあたっての留意事項 

（１）当院が提供する資料については、本プロポーザル以外の用途への使用を禁じます。 

（２）募集要項交付時から審査結果が公表されるまでの間、選定委員への問い合わせや働  

   きかけは禁止とする。これら禁止行為を行った場合、失格事項に該当するとして、 

参加資格を取り消す。 

（３）本プロポーザルに要する費用は、提案者の負担とする。 

（４）募集要項に記載する提出書類以外に、審査に必要な書類提出を求めることがある。 

（５）書類提出後の差し替え、変更、追加等は不可とする。（ただし、記載漏れ等につき当 

院が補正を求めた場合を除く。） 

（６）参加事業者から提出のあった書類は返却しないものとする。 

 

１６．担当部署 

   〒６７３－８５０１ 

   兵庫県明石市鷹匠町１番３３号 

   地方独立行政法人明石市立市民病院２階 経理課 

   TEL：０７８－９１２－２３２３ 

   FAX：０７８－９１４－８３７４ 

   E-mail：byoinsom@city.akashi.lg.jp 

 


