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南相馬市立総合病院照明灯 LED 化業務 公募型プロポーザル募集要項 

 
１．業務の概要  

 （１）業務名   
病（賃）第２号 ＬＥＤ照明器具一式賃貸借 

  
（２）業務の目的 

本院において、未だＬＥＤ化されていない照明灯についてＬＥＤ照明器具に更 

新することにより電気使用料の削減を図るとともに機器の長寿命化を図る。 

 
（３）業務内容 

    別紙「仕様書」のとおりとする。 
 
（４）賃貸借期間 

    設置日から７年間 
  

（５）予算概要 
    契約上限額は、次のとおりとする。 
    １９，３２０，０００円（７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総務課用度係 
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、単に照明灯の LED 化を行うだけでなく、初期投資をできるだけ抑

制しながら、より消費電力の削減と機器の長寿命化を目指すものである。導入する照明灯

の品質として低消費電力や長寿命であることが求められることから、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４年１２月 ５日（月）から プロポーザル募集要項の公告 
令和４年１２月 ５日（月）から 
令和４年１２月１９日（月）まで 

参加申込書の受付期間 

令和４年１２月２２日（木）まで 参加資格の有無の回答期限 
令和４年１２月２７日（火） 質問書提出期限 
令和５年 １月 ６日（金）まで 質問書に対する回答 
令和４年１２月２６日（月）から 
令和５年 １月１６日（月）まで 

事業提案書の提出期間 

令和５年 １月２３日（月） プロポーザル審査評価員会議・評価方法の確認 

令和５年 １月２４日（火） 
プレゼンテーション 
※最優秀事業者を決定 

令和５年 １月下旬 選定結果通知 
令和５年 ２月上旬 契約締結 
契約締結日から 
令和５年 ３月１０日（金）まで 

設置完了 

 
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、受託件数実績を５０件以上有すること。 

（３）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。 

（４）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。）。 

（５）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。 

（６）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ないこと。 

（７）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。 

（８）国税及び地方税の滞納が無いこと。 

 

 



3 
 

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総務課用度係 

② 提出方法 持参または郵送  
③ 提出期限 令和４年１２月１９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 参加申込書（様式第１号） 

   ② 受託件数実績を５０件以上有することが分かるもの 

   ③ 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４年１２月２２日（木）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。 
 
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 「１５．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４年１２月１９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） 
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     ※見積書は、月額賃借料を税抜きにて作成すること。 

     ※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。 
 （２）照会先 
   「１５．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（LED 化業務）」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４年１２月２７日（火）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５年１月６日（金）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。 
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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５年１月２４日（火） 

         ※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 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。 

④ 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。 

⑤ 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

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。 
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（３）審査基準 

№ 評価項目 評価の着眼点 

1 業務実績 
受託実績数及び施工規模 

最近の事業実績や今後の見込みは 

2 実施体制 
業務実施に必要な人員の確保ができるか 

効率的かつ効果的な作業手順が構築されているか 

3 機器の長寿命 
定格寿命は 50,000 時間以上となっているか 

機器の供給体制は容易であるか 

4 消費電力の削減 
現在の明るさでの消費電力の削減割合 

明るさの調整は可能であるか 

5 セールスポイント 本業務あるいは機器について他社にない強みの提案 

6 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 
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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る。 

 （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 

 （７）前各号に掲げるもののほか本要項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、受注候補者を決定する。 

 （２）結果は、提案者全員に対し、令和５年１月（予定）に「公募型プロポーザル方式 

結果通知書」にて通知する。 

 （３）結果は、令和５年２月（予定）に南相馬市ホームページより公表する。 

 （４）結果等に対し、提案者の異議申立ては一切認めない。 

 

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すること。なお、見積額は、原則

として提案書の提案価格の範囲内とする。 

 

１４．契約 

    上記１２による協議に基づき、契約書等必要な手続きを行う。 

 

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する。 

 （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

できることとする。 

 

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総務課用度係 

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 

mailto:sogo-hp-jimu@city.minamisoma.lg.jp
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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受託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。 

 （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い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４年１２月５日（月）から令和４年１２月１９日（月）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 ＬＥＤ照明器具一式賃貸借」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）  

 

 

 


