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川崎市立井田病院入院セット提供等実施事業者公募要項 

１ 目的 

   本事業は、入院患者が必要とする生活用品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して実施するもので、川崎

市立井田病院（以下、「当院」という。）において建物の一部を借り受け、入院時に

必要となる病衣、タオル、紙おむつ等の患者負担となる物品（以下、「入院セット」

という。）提供等を実施する事業者（以下、「借受者」という。）について、次のとお

り公募型プロポーザル方式により選定する。 

２ 病院概要 

(1)名称 川崎市立井田病院 

(2)所在地 川崎市中原区井田2-27-1 

(3)病床数 383床 （一般343床（緩和ケア病床23床を含む。）、結核40床） 

(4)延患者数 103,913人(平成28年度実績) 

(5)平均在院日数 15.3日(平成28年度実績) 

３ 事業概要 

(1)事業名称 

川崎市立井田病院入院セット提供等実施事業 

(2)貸付期間 

 平成３０年７月２日から平成３２年３月３１日まで 

４ 提案書提出者の資格 

提案書類を提出する者は、以下の各号に掲げる全ての要件を満たすこと。ただし、

当院が認めた場合に限り、アウトソーシングにより要件を満たすことも可とする。 

(1)川崎市病院局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

(2)本要項６のプロポーザル参加意向申出書の提出日において、川崎市競争入札参

加資格者指名停止等要綱（昭和６３年９月１日付け６３川財工第１６６号）に

よる指名停止期間中でなく、かつ、その後も指名停止となる見込みがないこと。 

(3)一般財団法人医療関連サービス振興会から「医療関連サービスマーク」の認定   

を受けている者。又は厚生省令で定める基準（医療法施行規則第９条の１４）   

に適合していることを証明できる者。 

 ※なお、川崎市に「競争入札参加者の資格」のない借受者においては、平成３０
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年２月２３日（金）までに川崎市財政局契約課宛に競争入札参加資格審査の申

請を行うこと。 

５ 本市の担当部課 

川崎市病院局経営企画室 経営企画担当（梶山・川尻担当） 

住所 川崎市川崎区砂子１－８－９ 川崎御幸ビル７階 

電話番号 ０４４－２００－３８５４ 

Ｆ Ａ Ｘ ０４４－２００－３８３８ 

電子メールアドレス 83keiki@city.kawasaki.jp 

６ プロポーザル参加意向申出書の提出期限、場所及び方法 

プロポーザルに参加を希望する者は、次のとおりプロポーザル参加意向申出書（第

１号様式）（以下、「参加申出書」という。）を提出してください。 

提出期限：平成３０年２月２３日 （金）１７時必着 

提出場所：本要項５の本市の担当部課 

提出方法：郵送、持参のいずれかにより提出してください。 

７ 資格確認通知及びプロポーザル関係書類提出要請書の交付時期及び交付方法 

 参加申出書を提出した者のうち、本要項４の「提案書提出者の資格」に適合し

た者（以下、「提案者」という。）に、次のとおり提案資格確認結果通知書（第２

号様式）及びプロポーザル関係書類提出要請書（第３号様式）（以下、「要請書」

という。）を交付します。 

交付時期：平成３０年２月２７日（火） 

交付方法：郵送、電子メールのいずれかにより送付します。 

８ 提案書類及び見本品の提出方法等 

提案者は、次のとおり提案書類を提出してください。 

(1) 提出書類 

ア 提案書（第５号様式を含む） 

 (ｱ) 提案書に記載する項目は、別紙「提案項目」のとおりです。 

 (ｲ) 提案書は、A4サイズで10枚（片面・表紙含む。）以内としてください。 

イ 類似業務の実績を証明する資料 

提案書に類似業務の実績を記載する場合は、当該業務の契約内容

（業務内容、業務範囲、契約期間等）がわかる主な実績として最大

３件までの契約書の写し等資料を提出してください。なお、実績が多数ある

場合は、契約書の写し等資料を提出した業務を主に説明してください。ただ

し、提案書への実績の記載件数に制限はありません。  

   ウ 提案者の概要がわかる資料（会社案内パンフレット等） 

(2) 提供する入院セットの見本品一式 
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提供を予定している品、又は同等の品一式を一袋に詰めて提出してください。

なお、各見本品及び袋には、提案社名をもれなく記載してください。 

※提出書類の記載内容等について、不明点等があった場合、提案者に対して問合

せを行う場合があります。 

(3) 提出場所：本要項５の本市の担当部課 

(4) 提出方法：郵送、持参のいずれかにより提出してください。 

(5) 提出期限：平成３０年３月１９日（月）１２時必着 

(6) 提出部数 

ア 提出書類 １５部 

イ 見本品   一式 

(7) 留意事項等 

 ア 上記書類等のほか、必要に応じて書類等の提出を求めることがあります。 

  イ 提出書類は、理由のいかんを問わず返却しません。 

ウ 見本品は、借受予定者の選定終了後、プロポーザル参加意向申出書（第１号 

様式）に記載された連絡担当者宛に返却します。 

９ 関連情報の入手方法等 

(1)参加申出書提出に関する問い合わせ 

受付期間：本要項の公開時点から２月２３日（金）１７時まで 

問い合わせ先：川崎市病院局経営企画室 経営企画担当（梶山・川尻担当） 

問い合わせ方法：電話 ０４４－２００－３８５４まで 

(2)現地見学について 

 参加申出書を提出した者のうち、希望者には次の日程で施設の見学を許可しま

す。希望者は、見学希望場所・日程について、本要項５の本市の担当部課と日程

調整をしてください。なお、施設内の写真撮影については、病院職員の指示に従

ってください。 

見学可能期間：平成３０年２月１３日（火）から２月２３日（金）まで 

(3)仕様・企画提案に関する質問について 

ア 質問方法 

質問がある場合は、平成３０年２月２３日（金）までに、質問内容を記した文

書を添付して、電子メールにて提出してください。 

質問書の様式は問いませんが、Microsoft word 形式又は、Microsoft Excel形

式の文書を使用してください。 

イ 質問への回答について 

平成３０年３月２日（金）までに、要請書の交付を受けた者からの質問に対し

てのみ、要請書の交付を受けた者全員に電子メールで送付します。なお、回答は、

質問が届き次第順次作成します。 
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10 借受予定者の選定方法 

本事業に係る実施体制、サービス提案等に関する提案書類を提出した者を対象とし

て、プレゼンテーションによる審査を実施し、借受予定者及び次点者を選定します。

（評価内容により次点者を定めないことがあります。） 

(1) プレゼンテーションの開催日時 

平成３０年３月２２日（木）（予定。変更する場合には事前に連絡いたします。） 

※時間割りについては、提案者が確定した後、速やかにお知らせします。プロポ

ーザル参加意向申出数が多い場合には、別の日程を指定する場合があります。 

※ただし、現在同時に公募している「川崎市立川崎病院入院セット提供等事業」

についても、提案を行う場合には、２病院同時にプレゼンテーションを行って

いただきます。 

(2) プレゼンテーションの開催場所 

川崎市病院局大会議室（川崎市川崎区砂子１－８－９ 川崎御幸ビル７階） 

(3) プレゼンテーションの持ち時間 

提案書説明時及び質疑応答の時間として、約２０分を予定しています。ただし、

２病院同時提案の場合は、併せて約３０分を予定しています。なお、持ち時間の内

訳は次のとおりとします。 

  ア 提案書説明 

１０分（ただし、２病院同時提案の場合は、併せて１５分） 

イ 質疑応答 

約１０分（ただし、２病院同時提案の場合は、併せて約１５分） 

(4) プレゼンテーション方法 

ア 本要項８により事前に提出された書類及び見本品を使用しますので、当日改め

て提案書等を準備する必要はありません。 

イ プレゼンテーション会場で、新たな書類等を配布することは認めません 

ウ プロジェクターの使用を許可します。使用しなくても構いません。 

エ プロジェクターを使用する場合には、使用するパソコンは提案者が準備してく

ださい。プロジェクター、スクリーン、電源、ミニD-sub15ピンの接続ケーブ

ルは本市が準備します。 

オ プロジェクターを使用する場合でも、投影する内容は提案書と同一であること

とします。また、万一機器トラブルが発生した際には、提案書（紙媒体）によ

るプレゼンテーションを行ってください。 

(5)出席者 

３名以内（発表者については、可能な限り当該業務契約後に主たる担当となる予

定の者が行うこと。） 

(6)プレゼンテーション者の資格について  

ア 要請書の交付を受けていること。 

イ 本要項８の提案書を提出済みであること。 

11 その他 
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(1)提案を辞退する場合について 

要請書の交付を受けた後、諸般の事情により企画提案を辞退される場合は、辞退

届(様式不問)を平成３０年３月９日(金）１７時までに提出してください。 

提出場所：本要項５の本市の担当部課 

提出方法：持参、郵送のいずれかにより提出してください。 

(2)提案資格の喪失 

提案者が、契約締結をするまでの間に次のいずれかに該当するときは、本事業に

係る提案を行うことができないものとし、すでに提出された提案書は無効とします。 

ア 本要項４に規定する資格要件に該当しないこととなったとき 

イ 提出した書類に虚偽の記載があったと認められたとき 

ウ その他提案に関して不正行為又は著しい不備があったと認められたとき 

(3)本提案に使用する言語及び通貨 

言語：必要な場合を除き、日本語を使用します。 

通貨：必要な場合を除き、円を使用します。 

(4) 借受予定者の選定結果について 

結果通知書（第４号様式）を全提案者に送付します。 

送付時期：平成３０年３月下旬 

送付方法：郵送、電子メールのいずれかにより送付します。 

なお、結果通知後に、(2)の提案資格の喪失や契約仕様の協議が整わない場合な

ど、やむを得ない事情により契約締結が困難な状況が発生した場合には、審査の次

点提案者を繰り上げて借受予定者として選定する場合があります。 

(5)契約書作成 

借受予定者を選定した後、提案内容を受けて仕様書を修正した上で、別添の契約

書（案）に基づき契約を締結します。 

(6)提案に要する費用 

一切の費用は提案者の負担とします。 
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別紙 提案項目 

（１） 提案書には、次の１から７までの提案項目を記載してください。（ページ配分不問） 

（２） 借受予定者は、提出書類、見本品及びプレゼンテーションに基づき、選定します。 

提案項目 説明 

１ 類似業務実績

他病院等での入院セット提供事業の実績、履行業務の範囲

（実績件数、導入施設名、導入期間、導入施設数、導入施設規模、履行

業務の範囲、内容など、入院セット提供事業の実績が分かるもの）

２ 提供品※注

(1) A・B セット構成、提供する入院セットの見本品の品質

(2) セットの提供料金（税抜）（第５号様式によりＡセット、Ｂセットの

提供料金を記載し、提案書と同時に提出すること。）

３ 運営方法

(1)運用フロー（通常時及び緊急利用時における、人員配置、提供品の配

布・回収方法、在庫管理の方法、申込み方法、決済方法）

(2)利用者への周知方法、説明書類など

４ 衛生管理

衛生管理に関する体制

（院内での配布・回収方法・洗濯方法・工場の機能等における衛生管理

方法）

５ 業務管理体制

社員教育体制（衛生管理・接遇等）

個人情報保護体制

法令順守体制

当院との連絡相談窓口の体制

利用者からの苦情処理体制

６
セールスポイン

ト

利用者に対する独自サービスの提供や、病院職員の負担軽減のための独

自の取組等、貴社の独自提案・アピールポイント

（審査項目１～６までで既出事項でも可）

７ 貸付料
貸付料（月額税抜）（第５号様式により貸付料を記載し、提案書と同時に

提出すること。）

※注 提供品は、原則Ａ・Ｂセットのみとします。 

なお、当院は、市立病院として入院患者が利用しやすい内容・料金設定となってい

るかを重視いたします。 


