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プロポーザル説明書 

 

 京都第二赤十字病院の新病院建設における基本構想・基本計画について、業者に策

定支援業務を委託する。この委託業者をプロポーザルにより選定するために日本赤十

字社の諸規定及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定める。 

 

１．公告日    令和元年 7月 10日 

 

２．契約者    所在地    〒602-8026 

京都府京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町 355番地の 5 

施設名   京都第二赤十字病院 

契約行為者 院長 小林 裕 

 

３．業務概要 

（１）委託業務名 

京都第二赤十字病院 新病院建設に係る基本構想・基本計画策定支援業務 

（２）委託期間 

協議により決定した日から令和 3年 3月 31日まで 

（３）業務内容 

新病院建設に係る基本構想・基本計画策定支援業務仕様書のとおり 

 

４．プロポーザル参加資格 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たしているこ

とについて確認を受けた者であること。 

（１）当院「競争入札参加資格に関する公示」（当院ホームページに掲示 URL: 

https://www.kyoto2.jrc.or.jp/medical_personnel/bidding/） により競争入札参加

資格を有し、資格格付「役務の提供等」の「303 調査・研究」で C 等級以上の者。 

（２）公告の日から提案時までの期間に、京都府の請負契約等に係る指名停止等の措置

を受けていないこと。 

（３）これまでに一般病床が 400 床以上の病院の新築・建替えに関して、基本構想・

基本計画策定業務（但し、医療機器整備の計画作成など計画等の一部を受託した

ものを除く。）を平成 20 年 4 月 1 日以降、受託しかつ履行した実績を有するもの

であること。 

（４）公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会が認定する医業経営コンサルタン

トの有資格者が雇用されていること。また、医業経営コンサルタントの有資格者

を総括責任者及び主任担当者とし、一級建築士を当業務に配置すること。 

 

 

https://www.kyoto2.jrc.or.jp/medical_personnel/bidding/
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５．参加方法 

本件プロポーザルに参加しようとするものは、「参加申込書」（様式１「プロポーザ

ル参加申込書」による）及び「資格審査結果通知書の写し」を提出すること。 

（１）提出期限  「10．スケジュール 」のとおり 

（２）提出方法  持参又は郵送（必着） 

 持参の場合、上記期間中の土日祝日を除く 9 時より 17 時の間 

（12 時から 13 時の間は除く） 

（３）提出場所  「12．担当部署」まで 

  

６．提出書類の作成について 

（１）全般的な留意事項 

①提出された書類等の記載内容について評価を実施する。評価にあたっては本件業

務に対する理解度、説明力、業務実施体制、費用、準備・実施スケジュールの的

確性、妥当性、提案内容の根拠等を総合的に審査するため、技術的な用語に偏っ

た表現や抽象的な表現を提案書から排除し、簡潔かつ明確に記述すること。  

②記載された内容が、その文面からみて複数の解釈ができる場合については、京都

第二赤十字病院の判断によって解釈するものとし、決定後はその解釈を前提とし

て、契約行為及びその後の策定作業を行う。  

③記載された表現が齟齬を生まないように、文面に十分に注意を払い、評価するに

あたっての混乱を避けるため、同義の内容を意味する語句はすべて統一するなど

の表現上の工夫をすること。  

④確実に実現できる範囲で記載し、記載した内容について全て貴社が実現を約束し

たものとする。  

⑤提出資料の内容にて当該業務を実現できなければ、追加業務は貴社の負担で行う

こと。  

（２）必要とする提案内容 

本説明書及び仕様書を踏まえた上で、「京都第二赤十字病院 新病院建設に係る基

本構想・基本計画策定支援業務」として提案を行うこと。 

（３）プロポーザルとして提出する資料等の種類及び部数 

①一次審査 

・表題に「京都第二赤十字病院 新病院建設に係る基本構想・基本計画策定支援

業務提出書類」とし、社名、押印した正本１部、押印なし副本１５部（補足す

るための添付資料等も同様に綴じること） 

・提出書類、添付資料等を PDF 形式の電子データで記録した CD１枚 

・見積書１部（様式２「見積書」による） 

  予定人工数及び単価を明記すること。 

     別紙仕様書の委託内容の項目ごとに積算が分かる見積書にすること。 
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②二次審査 

・表題に「京都第二赤十字病院 新病院建設に係る基本構想・基本計画策定支援

業務提案書」とし、社名、押印した正本１部、押印なし副本１５部（補足する

ための添付資料等も同様に綴じること） 

・提案書(10 枚以内)、添付資料等を PDF 形式の電子データで記録した CD１枚 

   ③プレゼンテーション 

   ・当日配付用としてプレゼンテーション資料 20部 

（４）提出書類形式 

①用紙サイズは A4 版とする。但し、図面等については A 3 版も可とするが、A 4

サイズに折り込むこと。 

②原則として、提案書のすべてのページの同じ箇所に、通しでページ数を振るとと

もにそのページ数を反映した目次を表紙の直後に添付すること。 

（５）提出方法 

  ①一次審査（提出書類） 

 提出期間 ： 「10．スケジュール 」のとおり 

提出場所 ： 「12．担当部署」まで 

提出方法 ： 持参又は郵送（必着） 

  ②二次審査（提案書） 

 提出期間 ： 「10．スケジュール 」のとおり 

提出場所 ： 「12．担当部署」まで 

提出方法 ： 持参又は郵送（必着） 

  ③プレゼンテーション資料 

 提出期間 ： 「10．スケジュール 」のとおり 

提出場所 ： プレゼンテーション会場まで 

提出方法 ： 持参 

 

持参の場合、上記期間中の土日祝日を除く 9 時より 17 時の間 

（12 時から 13 時の間は除く） 

 

７．提出書類の内容 

提案者は以降の項目について作成すること。 

（１）一次審査での提出書類 

①見積書（様式２「見積書」による） 

②会社概要 （様式３「会社概要」による） 

③業務受託実績 （様式４「業務受託実績書」による） 

 受託実績のうち、当院で想定される課題と類似する事例を１つ以上選び、どのよ

うな支援を実施したか具体的に記載すること 

④業務体制及び担当者の経歴及び業務実績 （様式５「業務実施体制書」による） 
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（２）二次審査での提案書（概要） 

①新病院の基本方針の策定手法 

②基本構想・基本計画の策定スケジュール 

③新病院の診療機能の策定手法 

④各種検討会の検討体制及び進め方 

⑤土地利用計画の策定手法 

詳細は、一次審査通過者に対して、別途通知する。 

 

８．審査及び選定方法  

  京都第二赤十字病院の選定する審査員により総合的に審査し決定する。 

審査は一次審査及び二次審査の２段階とする。なお、両審査とも審査過程は非公開

とし公表はしない。  

（１）一次審査（書類審査）  

    審査員は提出書類について審査を行い選定する。  

     実施日時 ：「10．スケジュール 」のとおり  

       場  所  ： 京都第二赤十字病院  

（２）二次審査（プレゼンテーション及び質疑応答） 

      実施日時 ：「10．スケジュール 」のとおり  

場  所  ： 京都第二赤十字病院  

時 間  ： プレゼンテーション 20分、質疑応答 10分とする 

その他  ：一次審査通過者に対して別途通知する  

（３）審査結果等の通知  

      一次審査、二次審査ともに、書面にて結果を通知する。  

      なお、選定に関する質問及び異議の申し立ては受け付けない。  

  

９．質疑及び回答  

  提案書の作成、その他業務に関わる質疑について質疑書（様式６「質疑書」による）

を提出すること。 

提出期間：「10．スケジュール 」のとおり 

提出方法：メール 

提出場所：「12．担当部署」まで  

回答方法：メールにて回答する 

様  式：様式６「質疑書」による 

そ の 他：口頭による質疑は受け付けない 

 

 

10．スケジュール （予定） 

（１）プロポーザル公告  ：令和元年 ７月１０日（水）  
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（２）参加申込書提出   ：令和元年 ７月２３日（火）17時まで  

（３）質疑書提出        ：令和元年 ７月２６日（金）17時まで 

（４）質疑書回答        ：令和元年 ７月２９日（月）17時まで 

（５）一次審査提出   ：令和元年 ８月 ２日（金）17時まで 

（６）一次審査     ：令和元年 ８月上旬 

（７）一次審査結果通知（予定）：令和元年 ８月上旬 

（８）二次審査提出（予定）：令和元年 ９月上旬 

（９）二次審査（予定）  ：令和元年 ９月上旬 

（10）二次審査結果通知（予定）：令和元年 ９月中旬 

   （優先交渉業者確定） 

（11）契約時期（予定）  ：令和元年１０月頃 

 

11． 注意事項  

（１）次の条件のいずれかに該当する場合にプロポーザルが無効となることがある。  

①定められた提出期間、提出場所、提出方法に適合しないもの  

②定められた作成様式及び記載上の留意事項に適合しないもの   

③記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの   

④虚偽の内容が記載されているもの  

（２）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。  

（３）提出された書類は返却しない。 

（４）京都第二赤十字病院が提出した資料を無断で公表・使用することはできない。  

（５）プロポーザルの作成及び提出等に係る一切の費用は、貴社の負担となる。  

（６）必要に応じ、追加資料を求める場合がある。 

（７）契約後の事業内容は、提案書の内容に拘束されるものではなく、京都第二赤十字

病院と選定された者との協議により確定する。 

 

12．担当部署 

〒602-8026 

京都府京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町 355 番地の 5 

京都第二赤十字病院 事務部 建設準備課 

TEL ： 075-212-6268 

FAX ： 075-212-6352 

MAIL ： kensetsu@kyoto2.jrc.or.jp 

mailto:kensetsu@kyoto2.jrc.or.jp

