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南相馬市立総合病院給食業務 公募型プロポーザル募集要項 

 
１．業務の概要  

 （１）業務名   
南相馬市立総合病院給食業務 

  
（２）業務の目的 

    南相馬市立総合病院における病院給食を、治療の一環として患者満足度の向上を

図りながら、安全かつ効率的・安定的に提供することを目的とする。 
 
（３）業務内容 

    別紙「仕様書」のとおりとする。 
 
（４）履行期間 

    契約日から令和７年３月３１日まで（契約日から令和４年３月３１日までを準備

期間とし、その間の委託料は発生しないものとする。） 
  

（５）予算概要 
    契約上限額は、次のとおりとする。 
    １５１，２００，０００円（３年分、消費税及び地方消費税を含まない。） 
     

（６）担当部課  
〒975－0033 福島県南相馬市原町区高見町二丁目５４番地の６ 
南相馬市立総合病院事務部事務課用度係 
電話：0244－26－8941 FAX：0244－22－8853 

   電子メールアドレス：sogo-hp-jimu@city.minamisoma.lg.jp  
南相馬市立病院ホームページ http://m-soma-hsp.com 
（提出書類様式等をダウンロードできます。）  
 

２．プロポーザル方式の採用について 

当該業務については、単に食事提供を行うだけでなく、医療の一環として提供されるも

のであり、患者の病状や栄養状態等に応じた高度な専門知識及び技術が必要であること

から、価格のみではなく総合的な見地から判断して事業者を選定するためにプロポーザ

ル方式を採用するものである。 

  なお、プロポーザルについては透明性の高い公募型を採用し、多岐に渡る提案の募集に

努めるものとする。 

mailto:sogo-hp-jimu@city.minamisoma.lg.jp
http://m-soma-hsp.com
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３．スケジュール 

令和３年 ９月 ６日（月）から プロポーザル募集要項の公告 
令和３年 ９月 ６日（月）から 
令和３年 ９月２１日（火）まで 

参加申込書の受付期間 

令和３年 ９月２４日（金）まで 参加資格の有無の回答期限 
令和３年 ９月２９日（水） 質問書提出期限 
令和３年１０月 ５日（火）まで 質問書に対する回答 
令和３年 ９月２７日（月）から 
令和３年１０月１１日（月）まで 

事業提案書の提出期間 

令和３年１０月１３日（水） プロポーザル審査評価員会議・評価方法の確認 

令和３年１０月２７日（水） 
プレゼンテーション及び試食 
※最優秀事業者を決定 

令和３年１０月下旬 選定結果通知 
令和３年１１月中旬 契約締結 
契約締結日から 
令和４年 ３月３１日（木）まで 

業務開始準備期間 

令和４年 ４月 １日（金）から 業務開始 
 
４．参加資格要件 

本プロポーザルに参加しようとする事業者は、次の要件を全て満たしていることを条

件とする。 
（１）南相馬市における競争入札参加資格を有していること。 

※参加申込書の提出期限までに登録した企業も認める。「１８. 入札参加資格申

請受付に関する事項」を参照のこと。 

（２）参加申込書の提出時点で、一般病床数が３００床以上の病院の患者給食業務（献

立作成、食材の調達、下処理・加熱・調味等調理業務、配膳・下膳および衛生管

理等給食業務全般をいう）の受託実績を３年以上有すること。 

   ※一般病床とは、医療法に規定された療養病床、結核病床、精神病床、精神病床

および感染症病床以外の病床をいう。 

（３）公益社団法人日本メディカル給食協会の会員であり、受託業務の遂行が困難にな

った場合の代行保証が確認できること、または同等の代行保証体制をとれること

が確認できる者。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

（５）病院給食業務にかかる医療関連サービスマーク認定業者であるか、または医療法

第１５条の３の業務委託基準に適合する者であることを証明できる者。 
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（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続又は民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）に基づく再生手続中の者でないこと（南相馬市長が入札参

加資格を有すると認めた者を除く。）。 

（７）公告日から契約締結日までの間に、有資格業者に対する指名停止に関する要綱（平

成２１年南相馬市告示第１４号）に基づく指名停止を受けている期間がないこと。 

（８）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

に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う団体ではないこ

と。 

（９）宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人でないこと。 

（10）国税及び地方税の滞納が無いこと。 

 

 

５．公募要項の入手方法及び場所 

  南相馬ホームページからのダウンロード、又は南相馬市立総合病院事務課用度係に

て配布する。 

 

６．参加申込書等の提出 

  本プロポーザルに参加を希望する者は、次にあげる書類を提出すること。 
 （１）提出期限及び提出方法  
   ① 提出場所  

〒975-0033 福島県南相馬市原町区高見町二丁目５４番地の６ 
南相馬市立総合病院事務部事務課用度係 

② 提出方法 持参または郵送  
③ 提出期限 令和３年９月２１日（火）午後５時まで  
ただし、持参の場合は土日祝日を除く各日午前９時から午後５時まで（正午から午

後１時を除く。）とし、郵送の場合は提出期限までに必着とする。  
（２）提出書類  

   ① 参加申込書（様式第１号） 

   ② 受託実績（一般病床が３００床以上の病院）を３年以上有していることが分か

るもの 

   ③ 「４．参加資格要件の（３）及び（５）」が分かるもの 

   ④ 税の完納等証明書（写し可） 

 （３）参加資格の確認の結果は、令和３年９月２４日（金）までに通知する。 
 （４）参加受付後に「４．参加資格要件」の要件を欠く事実が発覚した時は、プロポーザ

ルへの参加を取り消すものとする。 
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７．提案書等の提出 

  「５．参加申込書等の提出の（３）」により通知を受けた事業者は、期日までに次にあ

げる書類を提出すること。 
 （１）提出期限及び提出方法  
   ① 提出場所 「１６．書類提出先及び問い合わせ先」  

② 提出方法 持参または郵送（書留郵便に限る）  
③ 提出期限 令和３年１０月１１日（月）午後５時まで  
ただし、持参の場合は土日祝日を除く各日午前９時から午後５時まで（正午から午

後１時を除く。）とし、郵送の場合は提出期限までに必着とする。  
（２）提出書類  

① 参加事業者の事業概要（様式第２号） 

   ② 業務提案書及び業務提案書（詳細）（様式第３号） 

     ※「９．事業者選定の方法等の（３）審査基準」の評価項目を念頭において提

案書を作成すること。 

③ 見積書（任意様式） 

     ※患者食を各食１５０食とし、それらに係る人件費や経費等を月額管理費（定

額）として積算すること。また、詳細な積算内訳も添付すること。 

     ※見積書は、受託費用を税込総額にて作成すること。 

     ※見積書の宛名は「南相馬市長」とすること。 

     ※見積書には事業者名を記載し押印すること。 

 （３）提出部数 
    上記書類（パンフレット等資料を含む）を正本１部、副本８部（コピー可）提出す

ること。 
 （４）その他 

① 提案書等は返却しない。 

② 提出期限以降の提案書等の差し替え及び再提出は認めない。 

③ 提出された提案書等は、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。 
⑤ 提出された提案書類等は、南相馬市情報公開条例（平成１８年南相馬市条例第２

２号）の対象行政情報となるため、公開される可能性がある。 
⑥ 提出書類等に虚偽の記載があった場合は、参加申込及び提案等を無効とする。 

 

８．質疑応答について  

 本実施要項及び仕様書に関する質疑応答は、次のとおりとする。 
 （１）様式 
    様式は、質問応答書（様式４）を使用のこと。 
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 （２）照会先 
   「１６．書類提出先及び問い合わせ先」のとおり。 
 （３）照会方法  
    照会先あてに、件名に「プロポーザル質問（給食業務）」と入力し、電子メールで

提出後、電話で連絡の上、電子メールの到達を確認すること。 
 （４）照会期限 
    令和３年９月２９日（水）正午までとする。 
    ※これ以後の質疑は受け付けない。  
 （５）回答方法  
   ① 質問書受け取り後、令和３年１０月５日（火）までに質問事業者及び応募事業者

に対し電子メールにより回答する。 
   ② 質問に対する回答は、本要項及びその他配布された提供資料の追加又は修正とみ

なす。 
 （６）その他  
   ① 審査委員の役職・氏名に関する質問については、一切応じない。 
   ② 他の参加事業者に関する質問については、一切応じない。  
   ③ 審査の経過及びその内容に関しての問い合わせ、審査結果に対する異議申し立て

には、一切応じない。 
 
９．プレゼンテーション 

提案書記載内容等についてプレゼンテーション及び質疑応答を行い、「９．事業者選

定の方法等の（３）審査基準」に基づき提案を評価する。 

（１）実施予定日 令和３年１０月２７日（水） 

         ※日時・場所は、決定次第通知いたします 

（２）実施場所 南相馬市立総合病院（南相馬市原町区高見町二丁目５４番地の６） 

（３）実施概要 

① プレゼンテーション等参加人数は一事業者あたり３名までとする。 

② 時間は、説明を２０分以内、説明終了後に質疑応答を２０分程度とする。 

  ③ 試食についてはお弁当形式により２名分の食事を用意すること。また、食事につ

いては食材料費１食２６０円以内の常食とし、調理設備・機器の持ち込み使用は

認めないため、予め用意された料理をその場で取り分け提供することとする。 

④ プレゼンテーション等に必要なプロジェクター及びスクリーンは病院が準備する

ものとするが、パソコン及びその他必要とする機材は提案者が準備すること。 

⑤ その他 提案書の作成・提出及びプロポーザル参加等に係る一切の経費は、提案者

の負担とする。 

⑦ やむを得ない事情により対面によるプレゼンテーションが実施できない場合、委
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員長の判断により、提出資料の審査その他の手段により代替することができるも

のとする。 

その場合、病院はすべての参加事業者に対してプレゼンテーションを実施しない

旨、及びその他必要な事項について通知を行う。 

 

 （４）失格事項 
  ① プレゼンテーションに遅れた場合 
  ② 審査の公平性を害する行為があった場合 
  ③ 審査委員又は関係者に本企画に対する助言を求めた場合 
 
１０．事業者選定の方法等 

（１）事業者選定 
選定は、「公募型提案方式（プロポーザル方式）」とし、最も優秀な提案を採用する。 
評価の方法は、下記評価表に基づき、各事業者の業務提案書、プレゼンテーション

（デモンストレーションを含む）により評価し、より有益な提案をした事業者を最優

秀提案者とし、２番目の者を優秀提案者（次点）として選定する 
なお、選定にあたっては、合計得点が１００点満点中６割（６０点）以上の者とし、 

提案された事業者が１事業者のみの場合も同様の方法を適用し選定を行う。 
（２）その他特記事項 
① 本提案に係る諸経費等は、参加事業者の負担とする。 
② 本企画提案への参加及び不参加を問わず、本業務において知り得た情報（周知の情

報を除く）は本業務の目的以外に使用し又は第三者に開示若しくは漏洩してはなら

ない。 
 （３）審査基準 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 評価項目 評価の着眼点

全国における300床以上の病院の受託実績数

福島県内における受託実績数

財務・経営内容について決算内容はどうか

安定的、堅実的な経営がされているか

業務実施に必要な人員の確保ができるか(人員配置表や勤務表の確認)

職種別配置数など効率的かつ効果的な人員配置がされているか

指揮命令系統について組織体制は業務運営に十分配慮されたものか

地元従業員の雇用についての考え方

1 業務実績

2 実施体制（実現度）
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１１．失格 

 次の各号のいずれかに該当した場合は、失格となる場合があります。 

 （１）参加資格要件を満たさない場合 

 （２）提案書の提案方法、提出先、提出期限に適合しない場合 

 （３）本要領で規定する提案書の作成様式及び記載上の留意事項として示された条件に 

適合しない場合 

 （４）提出書類に虚偽の記載をした場合 

 （５）プレゼンテーションに出席しなかった場合 

※指定された時間に遅れた場合を含む。 

 （６）審査の公平性を害する行為があった場合 

患者満足度を高めるために具体的な提案があるか

行事食や出産祝い膳についての提案があるか

個別対応（キザミ食や嚥下食）は可能か

食材の吟味に配慮されているか（試食の評価）

患者の急変による突然の献立および食数の変更に対応できるか

安全で無駄がない食材調達方法の提案がなされているか

食物アレルギーについての考え方や対応は適切か

給食材料の地元調達について積極的な提案がなされているか

研修方法(事故防止等)で特色あると思われるものを紹介できるか

食品ロスへの取り組み

残食量削減の取り組み

使用物品（洗剤や使い捨て手袋等）の廃棄削減に対する提案

異物混入等の防止や食中毒等不測の事故発生時の対応

食中毒発生時における対応と対策

従業員の感染症（インフルエンザ、コロナ、ノロなど）罹患時の対応

災害時の対応策が具体的に示されているか

7
プレゼンテーション
（セールスポイント）

本業務における他社にない強みの提案

8 見積価格 他提案事業者と比較して総額が抑えられているか

5
ゴミ削減や環境保全に対
する考え方と取組み

6 危機管理体制（安心度）

3 患者満足度の工夫

4
安全で良質な食事提供方

法（安全度）
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 （７）前各号に掲げるもののほか本要領に違反すると認められる場合 

 

１２．結果の公表 

 （１）市長は、審査委員会の報告に基づき、受注候補者を特定します。 

 （２）結果は、提案者全員に対し、令和３年１０月（予定）に「公募型プロポーザル方式 

結果通知書」にて通知します。 

 （３）結果は、令和３年１０月（予定）に南相馬市ホームページより公表します。 

 （４）結果等に対し、提案者の異議申立ては一切認めません。 

 

１３．事前協議 

    受注候補者に決定した事業者は、南相馬市と提案書をもとに契約締結のための仕

様確認等の協議を行った上で、改めて見積書を提出していただきます。なお、見積額

は、原則として提案書の提案価格の範囲内とします。 

 

１４．契約 

    上記１３による協議に基づき、契約書を作成し、契約の締結を行います。 

 

１５．提案書の取扱い 

（１）提案された書類等は全て、南相馬市に帰属することとし、非公開とします。 

 （２）南相馬市は、受注候補者の提案に含まれる特許権、意匠権、商標権等を無償で使用

できることとします。 

 

１６．書類提出先及び問い合わせ先 

  〒975－0033 福島県南相馬市原町区高見町二丁目５４番地の６ 

南相馬市立総合病院事務部事務課用度係 

電話：0244－26―8941 FAX：0244－22－8853 

         電子メールアドレス：sogo-hp-jimu@city.minamisoma.lg.jp 

 

１７．その他 

 （１）手続において使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨とします。 

 （２）提案書の作成のために南相馬市が配布した資料は、南相馬市の了解なく公表、使用

することはできません。 

 （３）プロポーザルは最適な代行業者の特定を目的に実施するものであり、設計及び契約

内容については、必ずしも提案内容に沿って実施するものではありません。 

 （４）参加申込書の提出後に参加を辞退する場合は、「辞退届」（任意様式）を提出してく

ださい。 

mailto:sogo-hp-jimu@city.minamisoma.lg.jp
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 （５）提案書に虚偽の記載をした場合は、提案を無効とするとともに、虚偽の記載をした

者に対して、入札参加資格者名簿に登載されていても指名を見合わせることがあり

ます。 

 （６）参加申込書の提出以降に指名停止となった場合は、以後のプロポーザルに関する手

続きの参加資格を失うものとします。 

 （７）提案者が本プロポーザルに要したすべての費用は当該提案者の負担とします。 

 （８）令和３・４年度南相馬市入札参加有資格者名簿に登録してない者の入札参加資格審

査申請の受付方法については、以下の内容を参考にしてください。 

  

１８. 入札参加資格申請受付に関する事項 

（１）申請に必要な書類及び申請方法 

申請においては、「申請の手引き」をご確認のうえ、申請書類を以下の（４）の担

当課まで郵送して下さい。「申請書」及び「申請の手引き」については、南相馬市

ホームページに掲載しています。 

（２）申請受付期間 

令和３年９月６日（月）から令和３年９月２１日（火）まで（土曜日、日曜日及び

祝日を除く） 

（３）申請に関する留意点 

申請の際は、「南相馬市立総合病院給食業務委託」に関する申請書提出である旨を

申し出ください。 

（４）申請の担当課及び問合せ先 

〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

南相馬市総務部財政課契約係（電話：0244-24-5225、FAX：0244-24-5214）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


