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１．目１．目１．目１．目    的的的的    

  この要項は、兵庫県立尼崎総合医療センター（以下「当センター」という。）の指定場

所（別添図面記載のとおり）において行政財産の使用許可を受け、病院利用者へのサービ

ス向上と職員の福利厚生の充実を図るため、売店及び自販機（以下「売店等」という。）

を運営する事業者（以下「運営事業者」という。）を公募型プロポーザル方式により選定

するため、必要な手続等について定める。 

 

２．２．２．２．売店売店売店売店等の概要等の概要等の概要等の概要    

 （１）売店（１）売店（１）売店（１）売店    

            ➀➀➀➀    場所及び面積場所及び面積場所及び面積場所及び面積    

場所：１１階建ての１階（別添図面参照） 

面積：約２０７㎡（専有面積） 

※別途 倉庫約３４㎡ 

     ➁➁➁➁    店舗装飾及び什器備品等店舗装飾及び什器備品等店舗装飾及び什器備品等店舗装飾及び什器備品等    

     一部を除き、床はビニルタイル貼り、壁はビニルクロス貼り（石膏ボード下地）、

天井はビニルクロス貼り（石膏ボード下地）までは施工済みとするが、現在厨房と

して使用している部分の壁及び厨房機器等を撤去する部分については、当センター

と協議のうえ、引き渡すものとする。 

運営事業者の都合による内装等の変更については、当センターと協議のうえ、工

事費用等は運営事業者の負担とする。また、売店運営に必要な機器、什器備品等は

運営事業者が用意し、設置費用等も運営事業者の負担とする。 

      ③③③③    電気、機械設備等電気、機械設備等電気、機械設備等電気、機械設備等    

     照明、コンセントその他の電源など、売店における必要な電源工事費用は運営事

業者の負担とする。 

     電灯、動力の回線は区画内電源主幹止めとする。空調、換気の機器は運営事業者

が用意し、設置費用等も運営事業者の負担とする。 

     ④④④④    契約終了時（途中契約時を含む。）の原状復帰契約終了時（途中契約時を含む。）の原状復帰契約終了時（途中契約時を含む。）の原状復帰契約終了時（途中契約時を含む。）の原状復帰    

     運営事業者が設置した機器、什器・備品等、工事を行った内装等及びその変更並

びに電源 ・給排水設備については、運営事業者の負担で原状に復すること。 

   ⑤⑤⑤⑤    仮設店舗工事費等仮設店舗工事費等仮設店舗工事費等仮設店舗工事費等    

令和３年４月１日から引き渡しまでは仮設店舗で営業し、売店営業の休止期間が

無いよう対応するものとする。 

仮設店舗の設置及び撤去にかかる、機器、什器・備品等、工事関係の費用につい

ては、運営事業者の負担とする。    

    また、仮設店舗設置から撤去までの期間の行政財産目的外使用料は、月割りをも

って計算し、その期間に１月に満たない端数があるときは、これを１月として計算

する。 

 

 

 

 

 

 



 

（（（（２２２２）自動販売機）自動販売機）自動販売機）自動販売機    

  ➀➀➀➀    場所・面積及び数量等場所・面積及び数量等場所・面積及び数量等場所・面積及び数量等        

物件

番号 

設置場所及び 

外形寸法上限（幅×奥行き） 
台数 品目 

① 
１階  当直室８横 

（1.7m×0.7m） 
１台 清涼飲料水 

② 

２階  中央受付前自販機コーナー 

（1.45m×0.7m×4 台) 

※給排水設備 1カ所  

４台 
清涼飲料水（４台） 

うち 1台はカップ式も可 

③ 
３階  北東側パントリー 

  (1.0m×0.7m 回収ボックス0.45m×0.45m) 
１台 清涼飲料水 

④ 
４階  医局休憩室 

（1.45m×0.7m×2 台） 
２台 

カップ麺（1台：給排水がないため商品のみ） 

清涼飲料水（1台） 

⑤ 
５階  デイルーム 

 （1.2m×0.7m 回収ボックス0.45m×0.45m) 
１台 清涼飲料水 

⑥ 
６階  デイルーム 

（1.2m×0.7m 回収ボックス0.45m×0.45m) 
１台 清涼飲料水 

⑦ 
７階  デイルーム 

 （1.2m×0.7m 回収ボックス0.45m×0.45m) 
１台 清涼飲料水 

⑧ 
８階  デイルーム 

（1.2m×0.7m 回収ボックス0.45m×0.45m） 
１台 清涼飲料水 

⑨ 
９階  デイルーム東 

（1.7m×0.8m） 
１台 清涼飲料水 

⑩ 
９階  デイルーム西 

（1.7m×0.8m) 
１台 清涼飲料水 

⑪ 
１０階 デイルーム 

（1.2m×0.7m 回収ボックス0.45m×0.45m) 
１台 清涼飲料水 

⑫ 
１１階 デイルーム東 

（1.7m×0.8m) 
１台 清涼飲料水 

⑬ 
１１階 デイルーム西 

（1.7m×0.8m) 
１台 清涼飲料水 

合計 17 台  

※設置場所は、現行使用場所のとおりとする。 

※外形寸法上限には使用済みの回収ボックス、放熱スペース等を含む。（原則自動販売

機１台につき１個の回収ボックスを設置すること。③⑤⑥⑦⑧⑪については、スペ

ースの都合により自動販売機から離れた場所に設置することも可能とする。その場

合、回収ボックスの大きさは、別途記載の外形寸法上限内とする。） 

※自動販売機の機種によっては、設置及び商品の補充やメンテナンスのための扉開閉

や通行に支障がある場合も考えられため、事前に設置場所の確認をすること。 

    

３．当センターの概要３．当センターの概要３．当センターの概要３．当センターの概要    

    （１）病院の規模（１）病院の規模（１）病院の規模（１）病院の規模    

許可病床数＝730 床、稼働病床数＝730 床 



診療科＝48 科（内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児循環器内科、腎臓内科、脳神経内科、小児神経内

科、血液内科、小児血液・腫瘍内科、糖尿病・内分泌内科、新生児内科、心療内科、漢方内科、緩和ケア内科、感染症内

科、小児感染症内科、腫瘍内科、外科、頭頚部外科、呼吸器外科、消化器外科、心臓血管外科、脳神経外科、小児脳神経外

科、乳腺外科、小児外科、整形外科、形成外科、小児形成外科、精神科、アレルギー科、小児アレルギー科、リウマチ科、

小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、麻酔

科、病理診断科、救急科、小児救急科、歯科口腔外科） 

    

（２）患者数（２）患者数（２）患者数（２）患者数    

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

入院患者数 699人 689人 678人 

外来患者数 1,839人 1,889人 1,964人 

計 2,538人 2,578人 2,642人 

    

（３）職員数（３）職員数（３）職員数（３）職員数    

（令和２年 11 月 1 日現在）（臨時職員、嘱託職員等を含む） 

計 2,304 人 

（４）当院で働く委託業者従業員数（４）当院で働く委託業者従業員数（４）当院で働く委託業者従業員数（４）当院で働く委託業者従業員数    

（令和２年 7 月 1 日現在）（医事、清掃、給食、警備等） 

計 548 人 

    （５）外来診療日（５）外来診療日（５）外来診療日（５）外来診療日    

    土・日曜日、国民の祝日及び 12 月 29 日から１月３日を除く毎日 

    

４４４４．応募資格要件．応募資格要件．応募資格要件．応募資格要件    

 次の要件をすべて満たす事業者に限り応募できるものとする。 

    

（１）（１）（１）（１）事業実績のある者事業実績のある者事業実績のある者事業実績のある者    

 ① 食料品、飲料及び日用雑貨等を販売する売場面積が、当センターの売店と同等以上

の小売店舗(７０㎡以上)を公募開始日前日までの過去１年以上継続して健全な経営

を行っている者であること。 

② 病院（500床以上）での営業実績を過去１年以上有すること。 

 

（２）（２）（２）（２）許認可等の取得者許認可等の取得者許認可等の取得者許認可等の取得者    

  売店等の業務に当たり、食品衛生法、薬事法等の関係法令等の規程に基づく許認可等

（届出を含む）が必要な場合は、応募の時点においてそれらを有する者であること。 

    

（３）（３）（３）（３）欠格要件のない者欠格要件のない者欠格要件のない者欠格要件のない者    

   次の①から⑥までのいずれにも該当しない者であること。 

① 兵庫県から指名停止措置を受けている者 

② 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者 

③ 国税及び県税を滞納している者 

④  公募開始日前日までの過去１年間に食品衛生法（昭和22年法律第233号）に違反し

たとして行政処分を受けた者 



⑤ 兵庫県暴力団排除条例（平成22年条例第35号）第2条第1号に規定する暴力団又は第

3号に規定する暴力団員に該当する者 

  兵庫県暴力団排除条例施行規則（平成23年公安委員会規則第2号）第2条各号に規定

する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当する者 

⑥ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第

５条第１項に規定する観察処分を受けた団体に該当する者 

    

５５５５．公募条件．公募条件．公募条件．公募条件    

（１）（１）（１）（１）使用許可の期間使用許可の期間使用許可の期間使用許可の期間    

   公募物件は令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの３年とする。 

なお、許可期間内に売店等の運営に特段の問題が生じず、かつ、当センターが使用許

可の継続を希望する場合は、当初許可条件を変更しないことを前提に、３年を限度とし

て使用許可を更新するものとする。 

（２）（２）（２）（２）使用料使用料使用料使用料    

    ①①①①基本基本基本基本使用料使用料使用料使用料    

ア 売店部分（約２０７㎡） 

    年額 ４，６８９，５０４円 （３年 １４，０６８，５１２円） 

    売店部分の令和４年３月３１日までの基本使用料については、病院側が行う厨

房等撤去工事の終了に伴う引き渡し時点を開始日とし、再計算する。 

イ 売店倉庫部分（３４．０９㎡） 

    年額   ７７２，２９５円 （３年  ２，３１６，８８５円） 

ウ 自動販売機 

ｱ）専用部分の面積が０．４平方メートル未満のもの   

    年額４，２１０円／台    （３年 １２，６３０円） 

ｲ）専用部分の面積が０．４平方メートル以上０．７平方メートル未満のもの 

    年額７，３５０円／台    （３年 ２２，０５０円） 

ｳ）専用部分の面積が０．７平方メートル以上１．０平方メートル未満のもの 

    年額１０，８１０円／台   （３年 ３２，４３０円） 

ｴ）専用部分の面積が１．０平方メートル以上２．０平方メートル未満のもの 

       年額１４，０１０円／台   （３年 ４２，０３０円） 

   エ 仮設店舗 

     仮設店舗設置から撤去までの期間の行政財産目的外使用料は、月割りをもって計

算し、その期間に１月に満たない端数があるときは、これを１月として計算する。 

   ※病院局公有財産取扱規程（平成 14 年病院局管理規程第 19 号）別表第１に定める建

物使用料に基づく自動販売機設置スペースの面積に応じた使用料。 

   ※なお、使用許可後に、病院局公有財産取扱規程の建物使用料にかかる改定があった

場合は、改定後の建物使用料により計算した額を基本使用料とする。 

   ※自動販売機の面積算出にあたっては、自動販売機に付設された容器回収箱の面積を

合算するものとする。 

   

  ②価格提案にかかる使用料②価格提案にかかる使用料②価格提案にかかる使用料②価格提案にかかる使用料    

  前号に記載する基本使用料に加え、運営事業者が企画提案書に示す売店等年間売上

見込額に一定の率（提案手数料率）を乗じた額とする。 

  ただし、 



 ア 売上実績額が売上見込額を上回った場合は、「売店等の売上実績額（税込）に一定

の率（提案手数料率）を乗じた額」とする。 

 イ 売上実績額が売上見込額を下回った場合は、「企画提案書に示す売店等の売上見

込額（税込）に一定の率（提案手数料率）を乗じた額」とする。  

    

    

③使用料の納付③使用料の納付③使用料の納付③使用料の納付    

    基本使用料及び売上提案にかかる使用料は、年度ごとに当院が指定する方法により

納付すること。 

 

（３）（３）（３）（３）必要経費等の負担必要経費等の負担必要経費等の負担必要経費等の負担        

次に掲げる経費等は、すべて事業者の負担とする。 

① 使用許可部分（自動販売機を含む。以下同じ。）に係る光熱水費 

② 使用許可部分に係る清掃、廃棄物等の処理経費 

③ 通信運搬費、消耗品費及びその他売店等の運営に関する一切の経費 

④ 利用者による使用許可部分の設備汚損、破損に対する対応経費 

⑤ 売店等の運営に当り、利用者に損害を与えた場合の損害回復及び賠償経費 

⑥ 使用許可部分に係るセキュリティー経費及び商品等に係る火災保険料等 

 ※なお、使用許可部分に係る消防設備点検経費等病院建物の維持管理のため、当セ

ンターが委託契約している業務にかかる経費については、各年度末に当センター

から運営事業者あてに納入通知書を送付する。 

    

６６６６．．．．売店売店売店売店等の運営条件（等の運営条件（等の運営条件（等の運営条件（要求水準要求水準要求水準要求水準））））    

   企画提案者の提案は、企画提案書（様式第３号）に従い提案内容の記載を求めるが、

当センターの求める運営条件（要求水準）は下記のとおりであるので、企画提案に際し

留意すること。        

（１）障害者雇用等（１）障害者雇用等（１）障害者雇用等（１）障害者雇用等    

   売店等の１日当たりの利用者数が概ね２００人以上見込まれる場合は、従事可能な身

体障害者、知的障害者又は精神障害者を従事させることとし、障害者雇用等の条件につ

いては、次のとおりとする。 

  ① 同時に３名以上が従事する場合に、そのうち１名以上の障害者を従事させること。 

  ② 障害者雇用等の形態は、正規雇用、非正規雇用の別を問わない。 

  ③ 目的外使用許可を受けた者は、目的外使用許可期間の満了後３０日以内に、障害者

従事報告書を提出すること。 

    なお、同報告書には、障害者雇用等への配慮事項が確認できる書類を添付すること。 

  ④ 障害者の雇用にあたっては、兵庫県健康福祉部障害福祉局障害者支援課と協力し、

雇用の確保を図ること。 

 なお、障害者を雇用したにも関わらず、自己都合等の理由により障害者が退社した

場合は、同課と協力し、１ヶ月以内に雇用の確保を図ること。 

 また、やむを得ない事由により障害者雇用等が困難となった場合は、速やかに当セ

ンターに報告し指示を求めること。 

 

（２）（２）（２）（２）    売店部分売店部分売店部分売店部分    

➀➀➀➀    営業時間等営業時間等営業時間等営業時間等    



       ２４時間、年中無休営業 

➁➁➁➁    取扱商品取扱商品取扱商品取扱商品    

    飲食物（弁当、おにぎり、パン、乳飲料等）、菓子、新聞雑誌類、日用雑貨、パジ

ャマ、紙おむつ、下着類、当センターの要請に応じた医療衛生材料等、利用者の嗜好

に幅広く対応し、かつ、入院患者の生活必需品ほか、当センターの指示する品揃えを

行うこと。 

③③③③    販売を禁止するもの販売を禁止するもの販売を禁止するもの販売を禁止するもの    

                アルコール類、たばこ及びその他療養に適さないもの。 

④④④④    販売価格販売価格販売価格販売価格    

                地域の小売店舗における標準的な価格を参考に、出来るだけ安価に設定すること。 

⑤⑤⑤⑤    売上実績額の正確な記録売上実績額の正確な記録売上実績額の正確な記録売上実績額の正確な記録    

                売上提案に係る使用料の算定基礎となる毎月の売上実績額を、ＰＯＳシステム等に

より正確に記録すること。 

⑥⑥⑥⑥ ＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭ    

ＡＴＭを設置すること。 

⑦⑦⑦⑦    電気設備設置可能容量電気設備設置可能容量電気設備設置可能容量電気設備設置可能容量    

                幹線 主電源   一般 ＡＣ１φ３Ｗ   

                                                  主幹            分岐  

               ＭＣＣＢ２２５／２２５   ＭＣＣＢ５０／２０×２ 

             発電機  ３φ３Ｗ 

              主幹  

ＭＣＣＢ２２５／１２５   電力量計付 

  ⑧⑧⑧⑧    店内通路店内通路店内通路店内通路    

    店内通路は、車椅子や歩行器具等使用の患者が利用しやすい幅員を確保すること。 

    

（（（（３３３３）自動販売機）自動販売機）自動販売機）自動販売機    

        ➀➀➀➀    営業時間等営業時間等営業時間等営業時間等    

    毎日、２４時間（自動販売機の保守管理に要する時間は除く。） 

        ➁➁➁➁    型式・機能型式・機能型式・機能型式・機能    

   ア 大きさ、形状は当センターが指定する場所に対応したものとすること。 

   イ 偽造通貨対応及び盗難防止機能が備えられていること。 

   ウ ユニバーサルデザインや省エネルギーに配慮されていること。 

   エ 緊急時の連絡先を表示すること。 

   オ 転倒防止の措置を講ずること。 

     ※大規模災害時に、職員が操作して、飲料水を無償で提供できる機能のついた災

害対応型自動販売機の提案があることが望ましい。 

        ③③③③    取扱商品取扱商品取扱商品取扱商品    

   清涼飲料水については、コーヒー、紅茶、お茶、ジュース類、スポーツドリンク等、

利用者の嗜好に幅広く対応できる品揃えを行うこと。 

        ④④④④    販売を禁止するもの販売を禁止するもの販売を禁止するもの販売を禁止するもの    

    アルコール類、たばこ、その他療養に適さないもの。    

        ⑤⑤⑤⑤    販売価格販売価格販売価格販売価格        

    通常小売価格より安価な価格を設定することが望ましい。 

        ⑥⑥⑥⑥    売上実績額の正確な記録売上実績額の正確な記録売上実績額の正確な記録売上実績額の正確な記録    



    売上提案に係る使用料の算定基礎となる毎月の売上実績額を、ＰＯＳシステム等に

より正確に記録すること。 

        ⑦⑦⑦⑦    電気設備設置可能容量電気設備設置可能容量電気設備設置可能容量電気設備設置可能容量    

     ブレーカー  ＥＬＢ２Ｐ５０/２０Ａ ×１７ 

    

７．運営全般に係る遵守事項７．運営全般に係る遵守事項７．運営全般に係る遵守事項７．運営全般に係る遵守事項    

 (１)  病院の売店等は、病院利用者及び職員のアメニティ向上の重要な要素であること

を十分認識し、病院運営に貢献すること。 

(２)  売店で常駐する従業員には、病院内での売店等業務であることの自覚を持ち、清潔

感ある身なりで業務にあたる（名札必須、ユニフォーム着用が望ましい。）とともに

利用者に対し、礼節ある接客対応に努めること。また、運営事業者は、これを遂行す

るため、積極的に接遇研修の実施に努めること。 

(３) 売店等の運営に関する権利は、第三者に譲渡または転貸しないこと。 

(４) 毎月当初に、前月分の売上実績額等、当センターが求める定期報告を行うこと。 

(５) 従業員は、当センターの駐車場を利用しないこと。通勤等に必要であれば、運営事

業者が外部で確保すること。 

(６) 食品衛生法、病院管理上の諸規則その他法令、規則等を遵守すること。 

(７) 行政財産使用料及び光熱水費等の立替え費用等の必要経費については、当センター

が示す納期限までに確実に納付すること。 

(８) 売店や自動販売機への販売商品等の搬入については、当センターが指定する時間帯

や経路に従うこと。 

(９) 商品補充（売り切れ防止等）、金銭管理（つり銭対応含む。）など売店等の運営に関

する維持管理は、運営事業者が対応すること。 

(10) 売店等の販売商品や自動販売機に係る故障、問い合わせ、苦情等については、運営

事業者の責任において、迅速に対応すること。 

(11)  売店等の周辺を清潔に保ち、当センターの美観、衛生環境を損なわないこと。特に、

自動販売機から廃棄された空き容器を定期的に回収すること。 

(12) 売店内や自動販売機には、運営事業者や商品販売と関係のない広告を掲示しないこ

と。 

(13) 新型コロナウィルス感染症等の感染症患者が利用することも考慮し、接客時の感染

防止対策を含め、適切な体制を整えること。 

   また、入院患者の状況等から病院側が必要と認めた要望があった場合は、必要な品

を無料で病棟に届けるサービスを実施すること。 

(14) その他売店等の運営に関し、当センターの指示及び要望がある場合は、速やかに対

応すること。 

(15) 受電設備の点検のため、事前に連絡のうえ停電作業を実施することがあるので留意

すること。 

 

８．非常時における対応８．非常時における対応８．非常時における対応８．非常時における対応    

  災害等の非常時において、当センターの要請に応じ施設の使用、人的及び物的支援等最

大限の協力を行うこと。 

      

９９９９．応募申込手続き．応募申込手続き．応募申込手続き．応募申込手続き    

（１）（１）（１）（１）提出書類提出書類提出書類提出書類（各１部（各１部（各１部（各１部、企画提案書については、企画提案書については、企画提案書については、企画提案書については９９９９部部部部））））    



 ①参加申込書(様式第 1号)、連合体として参加の場合は(様式第 1号の 2)及び(様式第 1

号の 3) 

 ②欠格要件なきことの誓約書（様式第２号） 

 ③令和元年度納税証明書 

 ④消費税および地方消費税にかかる納税証明書 

 ⑤発行後３ヶ月以内の商業登記簿謄本（法人のみ） 

 ⑥発行後３ヶ月以内の身分証明書(｢本籍地市区町村が証明するもの」及び成年被後見人、

被保佐人とする記録がない旨の「法務局に登記されていないことの証明」)（個人の

場合のみ必要） 

 ⑦企画提案書（様式第３号） 

⑧本要項４（２）に係る必要な許認可等を証する書類の写し（必要に応じ） 

⑨その他参考資料（必要に応じ） 

（２）（２）（２）（２）書類の提出期間書類の提出期間書類の提出期間書類の提出期間    

    ①参加申込書①参加申込書①参加申込書①参加申込書    

  令和３年１月４日（月）から１月 19 日（火）まで 

  （土曜日、日曜日及び祝日を除く）の、毎日午前９時から午後５時まで（正午から午

後１時までを除く） 

    ②企画提案書等②企画提案書等②企画提案書等②企画提案書等    

  令和３年１月 21 日（木）から２月１日（月）まで 

  （土曜日、日曜日及び祝日を除く）の、毎日午前９時から午後５時まで（正午から午

後１時までを除く） 

  ※いずれも郵送の場合は必着とする。参加申込書を期限までに提出しなかった場合に

は、企画提案書を提出することはできないので留意すること。 

 

（３）説明会（３）説明会（３）説明会（３）説明会    

            プロポーザルに参加を希望する者は、原則として以下に示す説明会に参加すること。 

① 日時 

令和３年１月８日（金）14 時 00 分から 

    ②場所 

     兵庫県立尼崎総合医療センター 会議室２ 

    ③留意事項 

     出席は１参加業者当たり２名以下とする。 

  

（（（（４４４４））））質問書の提出質問書の提出質問書の提出質問書の提出    

  参加申込書または企画提案書の提出にあたり質問がある場合は、様式第４号の質問

提出期間  令和３年１月５日（火）から１月 18 日（月）まで 

※ 土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前９時から午後４時ま

で 

回  答  令和３年１月 19 日（火）から１月 25 日（月）まで 

※ 土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前９時から午後４時の

間に、（正午から午後 1時までを除く。） 

※ 電子メール又はＦＡＸにより、質問書を提出した全員に対して
行うとともに、⑴の場所で閲覧方式により行うものとする。 



書により直接持参するか、ファクシミリまたは郵便により提出すること。 

 

（５（５（５（５））））提出先提出先提出先提出先    

〒660-8550 

 尼崎市東難波町二丁目 17 番 77 号 

兵庫県立尼崎総合医療センター総務部総務課 

       電話：06-6480-7000 （内線 4046） FAX:06-6480-7001 

 

10101010．企画提案書．企画提案書．企画提案書．企画提案書作成作成作成作成上の注意上の注意上の注意上の注意    

 (１)  企画提案書の規格はＡ４版とする。 

 (２)  企画提案書は、分かり易く簡潔に記載すること。 

 (３) 企画提案書には自動販売機のパンフレットを添付すること。その他の添付書類につ

いては必要最小限のものとすること。 

 (４)  企画提案書は返却しないので留意すること。 

 (５) 企画提案書や必要書類の作成、提出に係る一切の費用は、企画提案者の負担とする。 

 (６) 企画提案者から提出された企画提案書の著作権は、当該企画提案者に帰属するもの

とする。また、提出書類に記載された個人情報は、本件運営事業者選定のための評価、

手続きに使用すること以外に、企画提案者の承諾を得ずしては使用しないものとする。 

    

11111111．企画提案書の．企画提案書の．企画提案書の．企画提案書の審査審査審査審査及び結果の通知及び結果の通知及び結果の通知及び結果の通知等等等等    

  企画提案者から提出された企画提案書等の内容を審査し評価したうえで、最も優れた運

営業者を選定する。 

 

（１）決定（１）決定（１）決定（１）決定方法等方法等方法等方法等 

当院において設置する審査委員会で総合的に評価したうえで、最も優れた企画提案

者を運営事業者に内定（以下「内定運営事業者」という。）する。 

ただし、本項（５）により、当該内定運営事業者の内定が取り消された場合は、次点

の企画提案者を新たな内定運営事業者とする。 

なお、提案内容の審査は書面によることを基本とし、提案の内容・趣旨を正しく理解

するため、必要に応じて審査委員会で個別にヒアリングを行う場合がある。 

（２）（２）（２）（２）審査結果の通知審査結果の通知審査結果の通知審査結果の通知    

審査結果は企画提案者全員に、当院長が通知する。 

（３）（３）（３）（３）非選定理由の開示請求非選定理由の開示請求非選定理由の開示請求非選定理由の開示請求    

内定運営事業者に選定されなかった者は、非選定理由を通知の日の翌日から７日以

内に文書で求めることができるものとする。 

（４）（４）（４）（４）行政財産使用許可申請の手続き行政財産使用許可申請の手続き行政財産使用許可申請の手続き行政財産使用許可申請の手続き    

内定運営事業者は、当院が指定する期日までに行政財産使用許可の申請書類を当院

総務課に提出すること。 

（５）（５）（５）（５）内定運営事業者の取消し内定運営事業者の取消し内定運営事業者の取消し内定運営事業者の取消し    

次の場合には、運営事業者の内定を取り消すものとする。 

① 正当な理由がなく、上記（４）に記載する期日までに行政財産使用許可の手続き

に応じなかったとき。 



② 内定から行政財産使用許可の手続きまでの間に、内定運営事業者の諸般の事情変

化等により企画提案した売店等の運営の履行が確実でないと当院が判断したとき。 

③ 著しく社会的信用を損なう行為等により、売店等の運営事業者としてふさわしく

ないと当院が判断したとき。 

 


