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青森県立中央病院患者給食業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  青森県立中央病院における患者給食業務委託にあたり総合的に最も優秀な事業者を当該業務の

優先交渉業者として選定するため、公募型プロポーザル方式により実施するものである。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

青森県立中央病院患者給食業務委託 

（２）委託業務場所 

   青森県立中央病院（青森市東造道２丁目１番１号） 

（３）業務内容 

  別紙「青森県立中央病院患者給食業務委託仕様書」のとおり 

（４）委託期間 

   令和４年４月１日から令和７年３月３１日までとし、４月１日から翌年３月３１日までを 

一事業年度とする。（ただし、この契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、この期間 

の中途において当該契約を解除することがある。） 

（５）見積上限額 

  年額１９８,１００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

   ※ただし、本事業の実施の有無及び予算額については、令和４年２月第３０９回青森県議会

定例会における令和４年度当初予算の議決を前提としているため、変更となる可能性があ

る。 

 

３ 実績 

（１）過去３年の入院患者数 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

208,083人 204,141人 183,538人 

 

（２）過去３年の食事数 

      年 度 

      食事数 

食事の種類 

 

平成３０年度 

 

令和元年度 

 

令和２年度 

一般食 385,690食 367,370食 350,938食 

特別食 95,054食 102,961食 73,509食 

合 計 480,744食 470,331食 424,447食 

   ※検食を含む 

 

４ 参加要件 

  本業務に関する公募型プロポーザル参加者は、以下に掲げる要件を全て満たすことを条件とす

る。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項に規定する

者に該当しない者であること。 

（２）令和２年５月１８日青森県告示第４１２号（物品等の競争入札参加資格）の一又は令和３年

２月１０日青森県告示第８２号（物品等の競争入札参加資格）の一の規定により、建物の管理
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及び清掃並びに各種設備の保守点検及び管理に係るもののＡの等級に格付けされた者で、給食

業務を請け負うことができる者であること。 

（３）参加申込書の提出日から契約締結日までの期間、物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係

る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停

止要領（平成１２年１月２１日付け青管第９０２号）に基づく指名停止の措置を受けていない

こと。 

（４）青森市内に本社又は営業所等があること。 

（５）参加申込書の提出日から契約締結日までの期間、会社法（平成１７年法律第８６号）第４７

５条若しくは第６４４条の規定に基づく清算の開始、破産法（平成１６年法律第７５号）第１

８条若しくは１９条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１

５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づく

再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（７）参加申請書の提出時点で、許可病床数５００床以上の本院と同程度の診療科目を有する特定

給食施設において、仕様書に記載された業務と同等の患者給食業務の受託実績を継続して３年

以上有するものであること。 

（８）病院給食業務に係る医療関連サービスマーク認定業者、又は医療法（昭和２３年法律第２０

５号）第１５条の３第２項の定める基準を満たしていること。 

（９）次のいずれにも該当しないこと。 

① 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又

はその支店若しくは契約締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴

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６号に規

定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日

から５年を経過しない者（以下この号において「暴力団員等」という。）であること。 

② 暴力団（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

という。以下この号において同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。 

③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正に利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。 

④ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金を供給し、又は便宜を供与する等直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。 

⑤ 役員等が暴力団又は暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していること。 

 

５ スケジュール 

年月日 内容 

令和４年１月２１日 プロポーザル実施公告 

令和４年２月１日 質問の受付期限 

令和４年２月７日 質問の回答期限 

令和４年２月９日 参加申込書の提出期限 

令和４年２月１７日 企画提案書の提出期限 

令和４年２月２８日 プレゼンテーションの実施 

令和４年３月２日 受託候補者決定 

令和４年３月上旬 審査結果を書面により通知 

令和４年４月１日 契約締結 
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６ 応募要領等の入手方法 

  応募要領、申込書その他の資料・様式は、青森県病院局運営部管理課で受領、又は青森県立中

央病院ホームページからダウンロードすること。（https://aomori-kenbyo.jp/nyusatu） 

※仕様書中の別添５、別添９、別添１０はホームページには掲載していないため、青森県病院局

運営部管理課で受領すること。 

 

７ 参加申込書の提出 

（１）提出期限 令和４年２月９日（水） 午後４時【必着】 

※受付は、土曜日・日曜日・祝日を除く、午前８時１５分から午後４時まで 

（２）提出場所 青森県病院局運営部 管理課 

          〒030-8553 青森市東造道２丁目１番１号 青森県立中央病院 

（３）提出方法 持参又は郵送により提出してください。 

（４）提出書類 ①参加申込書（様式第１号） 

        ②申立書（様式第２号） 

        ③会社等概要（様式第３号、任意様式による追加資料の添付可） 

        ④法人の登記事項全部証明書（写）（参加申込日前３ヶ月以内に交付されたもの） 

        ⑤定款（写）及び法人等の運営及び組織に関する書類 

        ⑥許可病床数５００床以上の本院と同程度の診療科目を有する特定給食施設にお 

いて、仕様書に記載された業務と同等の患者給食業務受託を３年以上継続して 

実施した実績（任意様式、規格は A4版とする） 

        ⑦納税証明書 

         直近の３事業年度において、未納となっている国税及び地方税がないことを証 

する納税証明書（参加申込日前３ヶ月以内に、所在の市町村及び申告先の税務 

署が発行したもの）の写を添付すること。 

        ⑧決算に関する書類 

         直近３事業年度に係る賃借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類 

      

８ 参加者の決定 

  参加申込を行った者のうち、「４ 参加要件」に定める要件をすべて満たすと認められる者を提

案参加者とする。 

 

９ 質問の受付及び回答 

（１）提出期限  令和４年２月１日（火） 午後４時【必着】 

（２）提出場所  青森県病院局運営部 管理課 

           〒030-8553 青森市東造道２丁目１番１号 青森県立中央病院 

（３）提出方法  質問は質問書（様式第４号）を記入し、電子メールにより提出してください。 

          メールアドレス：KENBYO@pref.aomori.lg.jp 

          ※電子メールの到達を電話確認すること。（電話番号：017-726-8321） 

（４）回答日   令和４年２月７日（月） 午後４時までに回答 

（５）回答方法  参加申込者全員に対し、令和４年２月７日までに質問提出期間内に受領した全

ての質問内容及び回答を電子メールにて返信する。 

 

 

 

https://aomori-kenbyo.jp/nyusatu
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１０ 企画提案書の提出 

（１）提出書類 企画提案書（様式第５号）に次の書類を添付し提出すること。正本には提案者名

（住所、商号・名称、代表者職氏名）の記載及び押印、副本はコピー可とする。     

記載及び押印はしないこと。 

      ① 別添の評価項目の順に文章・表等を用いて簡潔に記載した書類（任意様式）。 

※企画提案書の用紙サイズは、基本的にＡ４（必要に応じてＡ３の折込みも可）

とする。また、表紙及び目次を除き、頁番号を紙面下に付すこと。 

     ② 見積書（任意様式） 

※委託料の見積書の内訳については、可能な限り詳細（人件費、業務管理費の

内訳等）に記載すること。見積金額については、課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含む金額を記載すること。 

（２）提出期間 令和４年２月１０日（木）～令和４年２月１７日（木） 午後４時【必着】 

         ※受付は、土曜日・日曜日・祝日を除く、午前 8時 15分から午後４時まで 

（３）提出場所 青森県病院局運営部 管理課 

           〒030-8553 青森市東造道２丁目１番１号 青森県立中央病院 

（４）提出方法 持参又は郵送 

（５）提出部数 企画提案書正本 1部 企画提案書副本 10部 

 

１１ 失格事項 

  本プロポーザルの提案者若しくは提出された書類が、次のいずれかに該当する場合は、その提

案を失格とする。 

（１）参加要件を満たしていない場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）実施要領で示された、提出期限、提出先、書類作成上の留意事項等との条件に適合しない書

類の提出があった場合 

（４）選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 

１２ 辞退 

（１）参加申込書提出後に本プロポーザルへの参加を辞退するときは、参加辞退書（様式第６号）

を提出しなければならない。また、参加申込書を提出した者が提出期限までに提案書を提出

しない場合は、辞退したものとする。 

（２）提出期限 令和４年２月２２日（火） 午後４時まで【必着】 

（３）提出先  青森県病院局運営部 管理課 

           〒030-8553 青森市東造道２丁目１番１号 青森県立中央病院 

  

１３ プレゼンテーションの実施 

   企画提案書を提出した者（以下「提案者」という。）は、以下によりプレゼンテーションを

実施する。 

（１）日時    令和４年２月２８日（月）（予定） ※時間は別途通知 

（２）場所    青森県立中央病院（青森市東造道２丁目１番１号）  

（３）説明時間  提案者の説明は２０分以内とし、説明後に質疑応答（５～１０分程度）を行 

う。 
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（４）説明資料  原則として、提出のあった企画提案書に基づくものとするが、プロジェクター

による説明を希望する場合は、令和４年２月１７日（木）までに青森県病院局

運営部管理課へ申し出ること。 

（５）参加者   当日の参加者は、原則各事業者２名以内とする。 

（６）感染症対策 当院に来院する際は、青森県立中央病院ホームページ（https://aomori-ke   

nbyo.jp/）掲載されている「患者さんのご家族・キーパーソンの面会、入館及

び外部訪問者の入館について」を遵守した上で入館すること。 

 

１４ 審査及び選定方法等 

（１）審査は、提案書及びプレゼンテーション時の説明、質疑応答等の内容等について、審査員が 

別紙評価基準に基づき行う。 

（２）プレゼンテーションの日程 

    開催日時、場所、所要時間、出席者数の制限等については、企画提案書を提出した者に対し

て別途連絡する。 

（３）評価項目及び配点 

   別添選定評価基準のとおり 

（４）審査の結果、評価点数の合計点数が最も高い提案者を優先交渉業者として選定する。また、

必要に応じて次点者を選定する。ただし、最高点の者又は次点の者が複数いる場合は、審査員

の合議により決定するものとする。 

（５）審査の結果、提出された全ての提案について、契約の目的を十分達成できないものであると

判断される場合は、優先交渉業者なしとして、再募集する場合がある。 

（６）提案者が１者のみの場合であっても、審査員の評価結果により、提案の内容について契約の

目的を十分に達成できるものであると判断できるときは、当該者を優先交渉業者に選定する。 

（７）審査の結果は、各提案者に対して書面により通知する。なお、選考結果等についての不服及

び異議申立ては認めない。 

     

１５ 契約手続 

（１）優先交渉業者と見積合わせを実施のうえ、随意契約による契約手続きを行う。 

（２）本業務に係る仕様及び契約内容については、優先交渉業者との協議を経て決定する。 

（３）優先交渉業者と協議が整わない場合又は見積合わせを辞退したとき若しくは見積り決定後、

青森県が指定する日までに正当な理由なく契約を締結しないときは、その選定を取り消すとと

もに、次点者と同様の手続きを行う。 

（４）契約にあたっては、契約書を取り交わすこととする。 

（５）契約は代行保証人を含めた３者契約とする。 

（６）契約締結後、契約内容に変更が生じる場合は、受託者と委託者が協議のうえ、変更すること

ができるものとする。 

（７）契約期間の各年度における青森県立中央病院等事業会計予算の当該事業に係る予算が議決さ

れなかった場合は、この期間の中途において当該契約を解除することがある。 

 

１６ その他 

（１）提案書等の作成、提出等プロポーザルの参加に要する費用は、全て提案者の負担とする。 

（２）提出された書類は返却しない。 

（３）提出された書類は、提出者に無断で提案の採否決定以外の目的に使用しない。 

（４）提出期限後における、書類の差し替え及び再提出は認めない。 
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（５）提出された書類に虚偽の記載をした場合は、参加申込及び提案を無効とする。 

（６）提出された書類以外に、審査に必要な書類の提出を求める場合がある。 

（７）提出された書類内容に疑義が生じた場合は、提案者に対して質問することがある。 

（８）提案書等の応募書類は、青森県情報公開条例（平成１１年１２月青森県条例第５５号）の規

定に基づき、第三者に開示する場合がある。 

  （９）このプロポーザルにおいて使用する言語は日本語とし、通貨及び単位は日本国通貨及び円と

する。 

 （１０）提案内容については、見積金額内で実施できることを確約したものとみなす。 

 

 


