
市立大洲病院全身用 X 線ＣＴ診断装置整備事業 

プロポーザル実施要領 

 

１ この説明書は、市立大洲病院全身用 X 線ＣＴ診断装置整備事業（以下「本事

業」という。）の相手方となる事業者を選定するにあたり、単に価格のみではな

く、装置の性能や保守管理体制も含めて検討をするため、プロポーザル方式（以

下「本プロポーザル」という。）による事業者選定を行うために必要な事項を定

めるものである。 

 

２ 業務概要 

(1) 事 業 名  大事第２号  市立大洲病院全身用 X線ＣＴ診断装置整   

備事業 

(2) 事業の目的  平成２２年１２月に購入した全身用 X 線ＣＴ診断装置  

を更新整備することにより、地域における中核病院とし 

て、住民に高度で良質な医療サービスの提供が引き続き 

可能となり、日々の安心、安全につなげる。 

 (3) 事業内容   別紙仕様書のとおり 

 (4) 事業期間   契約締結日の翌日から令和４年 12 月 28 日 

 (5) 事業規模   （提案限度価格） 

   金１１５，５００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

   ただし、この金額は、提案内容の規模を示すものであり、契約時の予定価

格を示すものでない。 

 

３ 実施形式 

   本プロポーザルは、指名型で実施する。 

 

４ 指名理由 

   指名する理由は、次のとおりである。 

(1)  本事業を的確に遂行するに足る技術能力と充分な財政的基礎を有して

いると思われる。 

(2)  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

に該当していない。 

(3)  市立大洲病院の令和３-４年度一般競争（指名競争）入札参加資格の認定

を受けており、大洲市建設工事等入札参加資格停止措置要綱（平成 17 年

大洲市告示第 106 号）の規定による入札参加資格停止等の処分を受けてい

ない。 



５ プロポーザル実施スケジュール 

 本プロポーザルは、次のスケジュールで実施する。 

① 指名の通知 令和４年５月２５日（水） 

② 質問書受付期間 令和４年５月２５日（水）から 

令和４年５月３１日（火）まで 

③ 質問書回答 令和４年６月３日（金） 

④ 参加承諾・辞退届提出期限 令和４年６月８日（水）まで 

⑤ 企画提案書等の受付期間 令和４年６月９日（木）から 

令和４年６月１５日（水）まで 

⑥ 企画提案書の審査（プレゼンテー

ションの実施 

令和４年６月下旬予定 

⑦ 審査結果の通知 令和４年６月下旬予定 

⑧ 契約の締結 令和４年７月上旬予定 

⑨ 審査結果等の公表 令和４年７月中旬予定 

 

６ 参加手続 

(1)  実施要領・仕様書等の確認 

①  質問の受付及び回答 

１)質問方法 

      実施要領、仕様書等に係る質問は、質問票（様式第１号）によるも

のとし、電子メールにより提出すること。なお、質問書提出後には、

必ず電話により受信確認を行うこと。 

    ２)受付期間 

      令和４年５月２５日（水）午前 9 時から令和４年５月３１日（火）

午後５時までとする。（受信確認は、土日祝日を除く午前９時から午

後５時までの間） 

    ３)提出先メールアドレス及び受信確認先電話番号 

     市立大洲病院事務課 Ｅmail:oozubyouin@city.ozu.ehime.jp 

                              電話番号:0893-24-2151 内線 164 

４)回答方法 

     令和４年６月３日（金）午後５時以降、市立大洲病院ホームページに

掲載を行う。 

 

(2)  参加承諾書・辞退届の提出 

本プロポーザルへの参加の意思の確認のため、参加承諾書・辞退届（様式第

２号）により提出すること。 



①  提出期限 

令和４年６月８日（水） 

②  提出場所 

市立大洲病院事務課 

   〒795-8501 愛媛県大洲市西大洲甲 570 番地 

③  提出方法 

持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残る方法によ

るものとし、提出期限必着とする。） 

④  提出部数 

    １部 

(3)  企画提案書等の提出 

①  提出書類 

本プロポーザルの参加者は、次のとおり企画提案書等を提出すること。 

    １)企画提案書表紙（様式第３号） 

    ２)企画提案書 

     ア 当該事業の管理責任者調書（様式第４号） 

     イ 当該事業の事業実施体制図（様式第５号） 

     ウ 当該事業の実施方針及び手法（様式第６号） 

     エ 当該事業の工程表（任意様式） 

    ３)見積書及び内訳書（任意様式、機器更新費用と維持管理費用は別葉

で提出） 

   ② 提出期間 

    令和４年６月９日（木）から令和４年６月１５日（水）まで（土日除く） 

（受付時間帯は、午前９時から午後５時までとする。） 

③ 提出場所 

市立大洲病院事務課 

    〒795-8501 愛媛県大洲市西大洲甲 570 番地 

   ④ 提出方法 

    直接提出 

   ⑤ 提出部数 

    正本 １部、副本７部 

※ 副本及び後述するプレゼンテーションの際の説明用画像等に記載

される会社名は匿名化すること。 

(4)  プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

企画提案書等を提出した事業者を対象に、提出書類に基づくプレゼンテ

ーションを行う。（日程等は後日通知を行う。） 



なお、企画提案書の提出が１者の場合には、改めてプロポーザル 4 を実

施する。 

７ 受託候補者の選定 

(1)  選定手順 

審査委員会の設置 

   企画提案書等の審査については、市立大洲病院が設置する「プロポーザル

審査委員会」で行う。 

(2)  審査方法 

審査は、納入実績、事業実施体制、企画提案内容（プレゼンテーション・ 

ヒアリング内容）及び見積金額等を審査基準に基づき総合的に評価する。 

(3)  受託候補者の決定 

各審査者の評価点の合計点が最も高い提案を行った事業者を、受託候補者 

として選定する。なお、同点の場合は、見積書の金額が低い者を受託候補者と

する。 

(4)  最低基準点の設定 

各審査者の評価点の合計点には、最低基準点を設定しており、それ以上の 

点数を得た者がいなかった場合は、受託候補者の決定は行わない。 

８ 審査結果 

  審査結果は、プロポーザル参加者全員に「審査結果通知書」（様式第７号）

を電子メール及び文書で送付するとともに、令和４年７月中旬（予定）に、市

立大洲病院ホームページにて公表を行う。なお、審査結果等についての異議申

立ては、受付けないこととする。 

 

９ 契約に関する事項 

(1)  提案内容の調整 

受託候補者の企画提案書等の記載内容が、原則として契約締結時の業務内 

容となるが、本事業の目的達成のため、受託候補者との協議により、内容を

修正・変更する場合がある。 

 

10 提出書類の取扱い 

(1)  提出された全ての書類は返却しない。 

(2)  提出後の差替え及び追加・削除は、一切認めない。 

(3)  提出された書類は、提出した者に無断で本プロポーザルに係る審査以外

には利用しない。 

(4)  当院が必要に応じて、追加資料の提出を求めることがある。 

 



11 情報公開及び提供 

  当院は、企画提案者から提出された企画提案書等について、大洲市情報公開

条例の規定による請求に基づき、第三者に開示することが出来るものとする。  

ただし、事業を営む上で、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を

害すると認められる情報は、非開示となる場合がある。 

なお、本プロポーザルの受託候補者決定前において、その決定に影響が出る

恐れがある情報については、決定後の開示とする。 

 

12 留意事項 

(1)  失格事項 

参加申込書、企画提案書等の提出された書類について、次の条件のいずれ 

かに該当する場合は、提出書類の全てを無効とし、その者を失格とする。 

①  提案を行った事業者が、参加資格要件を満たさなくなった場合 

②  提出書類に不備又は虚偽の記載等があった場合 

③  実施要領等で示された提出書類等について、提出期日、提出場所、提

出方法、書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があっ

た場合 

④  審査の公平性に影響を与えるような、不誠実な行為があった場合 

⑤  プレゼンテーション及びヒアリング等を開催した場合において、正当

な理由なく欠席した場合 

⑥  見積金額が実施要領に示している事業規模（提案限度価格）を超える

場合 

⑦  広告及び実施要領等に違反すると認められた場合 

⑧  前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合 

(2)  その他の留意事項 

その他の留意事項は、次のとおりとする。 

①  企画提案書の作成及び提出、その他プロポーザルに要する経費は、

原則として、参加者の負担とする。 

②  緊急、やむを得ない理由により、本プロポーザルを実施することが

できないと認めるときは、停止、中止又は取消すことがある。この場

合においては、本プロポーザルに要した経費を当院に請求することは

できないものとする。 

③  企画提案書は、１事業者につき１案とし、複数の提案はできない。 

④  提出された企画提案書等は返却しない。 

⑤  提出期限後における参加申込書、企画提案書等の差替え又は再提出

は認めない。（当院からの指示があった場合を除く。） 



⑥  手続において、用いる言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨

とする。 

⑦  参加承諾書の提出後、又は企画提案書の提出後に参加を辞退する場

合は、速やかに書面（様式第８号）により、担当課へ届け出ること。 

⑧  企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成したものに帰属

するものとする。ただし、当院が受託候補者の選定に必要な範囲にお

いて、無償で使用（複製、転記又は転写をいう。）することができるも

のとする。また、情報公開請求があった場合は、大洲市情報公開条例

（平成 17 年大洲市条例第 10 号）に基づき公開することがある 

⑨  参加申込者は、本プロポーザルの実施後、不知又は内容の不明を理

由として、異議を申立てることはできない。 

⑩  企画提案書に含まれる著作権・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場合、生

じた責任は企画提案書の提出者が負うものとする。 

⑪  電子メール等の通信事故については、当院はいかなる責任も負わな

い。 

 

13 問合せ先 

   大洲市西大洲甲 570 番地 

 市立大洲病院管理部事務課 

 電話 0893-24-2151 内線 164 

 

 

 

 

 


