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大阪母子医療センター基本計画策定支援業務 

募集要項（公募型プロポーザル） 

1. 案件名称 

大阪母子医療センター基本計画策定支援業務 

2. 業務内容に関する事項 

(1) 業務目的と概要 

少子少産化が進行する状況において、大阪母子医療センター（以下、「センター」

という。）が府域に必要な小児・周産期医療提供を持続しながら安定経営を維持し

ていくためには、施設の老朽化への対応とともに、担うべき役割や必要な医療機能、

規模等について検討を深める必要がある。 そのため、新病院を整備するための基本

計画を策定するに当たり、これまでの整備構想等での検討結果を踏まえながらより

具体的な基本計画が策定できるよう、支援業務を委託するものである。 

(2) 業務内容 

別紙仕様書の通り 

(3) 事業規模（契約上限額） 

44,858,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 

(4) 履行期間 

令和４年４月１日から令和５年3月31日まで 

(5) 納品場所 

当センター内事務局 

3. 資格要件 

参加を希望する者（以下「参加希望者」という）は、次の要件をすべて満たす者で

あること。 

(1)  次のアからクまでのいずれにも該当しない者であること 

ア  成年被後見人 

イ  民法の一部を改正する法律（平成11年法律第149号）附則第３条第３項

の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法（明

治29年法律第89号）第11条に規定する準禁治産者 

ウ  被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていない者 

エ  民法第17条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受

けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

オ  営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同

意を得ていない者 

カ  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

キ  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32条第１項に掲げる者 

ク  地方独立行政法人大阪府立病院機構契約事務取扱規程（以下、「契約事務

取扱規程」という）第３条第４項各号のいずれかに該当すると認められる者
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（同項各号のいずれかに該当する事実があった後３年を経過した者を除く）

又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは企画提案代理人として

使用する者 

(2)  民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第1項又は第2項の規定による再

生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。た

だし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係

る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続

開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 

(3)  会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項又は第2項の規定による更

正手続開始の申立てをしていない者又は更正手続開始の申立てをなされていない者

であること。ただし、同法第41条第1項の更正手続開始の決定を受けた者について

は、その者に係る同法第199条第1項の更生計画認可の決定（旧更正事件に係る旧

法に基づく更正計画認可の決定を含む。）があった場合にあっては、更正手続開始

の申立てをしなかった者又は更正手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 

(4)  大阪府の区域内に事業所を有する者にあっては、府税に係る徴収金を完納してい

ること 

(5)  大阪府の区域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道

府県における最近１事業年度の都道府県税に係る徴収金を完納していること 

(6)  最近１事業年度の消費税及び地方消費税を完納していること 

(7)  参加申請書等の提出日から契約締結日までの期間において、次のアからウまでの

いずれにも該当しない者であること 

ア  大阪府立病院機構入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受け、そ

の措置期間中の者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認めら

れる者（同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当し、その措置期間に相当す

る期間を経過したと認められる者を除く） 

イ  大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置

に関する規則（令和２年大阪府規則第61号）第３条第１項に規定する入札参

加除外者、同規則第９条第１項に規定する誓約書違反者又は同規則第３条第

１項各号のいずれかに該当したと認められる者。 

ウ  大阪府及び地方独立行政法人大阪府立病院機構との契約において、入札談

合等（入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を

害すべき行為の処罰に関する法律（平成14年法律第101号）第２条第４項

に規定する入札談合等をいう）の不正行為があったとして損害賠償請求を受

けている者。ただし、参加申請書等の提出日までに当該請求に係る損害賠償

金を納付した者を除く 

(8)  令和元・２・３年度大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿中「各種

施策研究・調査（種目コード185）」に登録されている者であること。なお、共同

企業体の場合は、企業体の代表者が登録されていること。 

なお、その登録をされていない者で、本件企画提案への参加希望者は、次により
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資格審査を申請することができる。 

ア 資格審査に関する添付書類の提出場所及び問い合わせ先  

〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目 

（TEL（06）6944-6644）  

大阪府総務部契約局委託物品課資格審査グループ  

イ 申請の方法  

(ｱ) 大阪府電子調達システム

（http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/ 以下「シ

ステム」という）において、必要な事項を入力し、送信すること 

(ｲ) 詳細は、(ｱ)のシステムの説明による。 

(9)  平成24年度以降に委託期間を含み、参加表明書提出までに完了している、許可病

床数が200床以上の、国、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、都道府県若

しくは市町村が設置する病院又は公的病院（医療法（昭和23年法律第205号）第

31条に規定する厚生労働大臣が定める者の開設する病院をいう）の新築、増築、全

面改築に係る基本計画策定業務（医療機器整備の計画作成など基本計画の一部を受

託したものを除く）及び基本設計若しくは実施設計業務を受託し、かつ、履行した

実績を有する者であること。 

ただし共同企業体の場合は、構成員の実績を集約して要否判断を行うため、構成

員別の要否を問わない。 

(10)  本業務責任者は、病院の新築、全面改築に係るコンサルティング業務を3年以上

経験し、公益財団法人日本医業経営コンサルタント協会が認定登録した医業経営コ

ンサルタント資格を有すること。 

(11)  建築士法第２条第２項に規定する一級建築士を３人以上有し、その中から３.(９)

に示す病院の基本設計又は実施設計業務に携わった経験のある一級建築士を本業務

に１人以上配置できること。 

ただし共同企業体の場合は、構成員の実績を集約して要否判断を行うため、構成

員別の要否を問わない。 

4. 参加申請と申請書類の提出 

(1)  参加資格審査申請書等（以下、申請書等）の配布期間 

令和４年１月28日（金）から同年２月10日（木）まで（日曜日及び土曜日を除

く）の午前10時から正午まで及び午後1時から午後5時まで 

(2)   申請書等の配布場所 

       センターのホームページにおいてダウンロードすること。   

https://www.wch.opho.jp/ 

    なお、ホームページによるダウンロードが困難な場合は、事前に交付希望を受付

の上、下記担当窓口で交付する。この場合の交付期間は、4.(1)と同様とする。 

〒594-1101 大阪府和泉市室堂町840番地 

（ＴＥＬ 0725-56-0241 ）（直通） 

大阪母子医療センター 事務局経営企画グループ 

https://www.wch.opho.jp/
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(3)  申請書等の提出書類及び提出部数 

①  企画提案参加資格審査申請書（様式１） 1部 

 ※共同企業体での参加の場合は代表者を提出者とすること。 

②  ３．(９)の委託契約に係る「契約（取引）実績等調書」（様式２） 1部 

③  ３．(９)の委託契約に係る契約書の写し又は「契約（取引）実績に係る証明

書（様式３） 1部 

④  ３．(10)に係る業務責任者の経歴書（様式自由） 1部 

⑤  代理人を選任した場合は、「委任状」（様式４） 1部 

⑥  資格審査結果通知用封筒 1通 

※ 定型封筒に送付先を明記し、簡易書留郵便相当分の切手394円分 

（普通郵便料84円＋簡易書留料310円）を貼付のこと 

⑦ 共同企業体で参加の場合 

共同企業体届出書（様式５-1）１部 

共同企業体協定書 １部（様式5-2）※協定書については任意様式も可 

使用印鑑届 １部（様式5-3） 

(4)  申請書等の提出期間 

令和４年1月28日（金）から同年２月10日（木）（日曜日及び土曜日を除く）

の午前10時から正午まで及び午後1時から午後5時まで 

(5)   申請書等の提出場所 

〒594-1101 大阪府和泉市室堂町840番地 

（ＴＥＬ 0725-56-0241 ）（直通） 

大阪母子医療センター 経営企画グループ 

(6)  申請書等の提出方法 

 持参又は郵送による。なお、郵送の場合は提出期間内に必着のこと。 

5. 資格審査結果の通知 

資格審査の結果通知は令和４年2月18日（金）付けで郵送および電子メールにて通

知する。 

6. 参考資料の交付 

 上記 5.により参加資格を与えられた者には、業務提案書作成のための参考として、

センター内の新病院整備における検討資料（以下、「参考資料」という。）を配布す

る。参加資格の通知を受けた以降に、「４.(2)担当窓口」に事前に電話連絡し、日時

についてセンターと調整の上、担当者（最大２名まで）が訪問し、資料を受け取るこ

と。なお、参考資料の電子媒体及び郵送での配布は行わない。 

(1) 交付期間 

令和４年２月 21 日（月）から同年２月 2５日（金）（祝日を除く）の午前 10 時

から正午まで及び午後 1 時から午後 5 時まで 

(2) 交付資料 

・整備構想 

・想定スケジュール 
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・基本計画想定スケジュール 

・現状図面（本館・手術棟） 

・整備案 

7. 現地見学 

上記 5.により参加資格を与えられた者は、参考資料の交付日に、センター敷地内を

見学することができる。 

(1)参加申込 

上記 6.の訪問日時の事前連絡時に見学希望の旨を申し出ること。 

(2)注意事項等 

① センター職員が案内する場所のみを見学できるものであり、見学当日、センタ

ー内を自由に回遊できるものではない。なお、建物外部の法面等の箇所を主な

見学場所とする（所要時間１５分程度）。 

② 見学中の個別の質問は受け付けない。 

③ センター職員の指定する場所は写真撮影可とするが、職員や来院者が写らない

よう注意すること。 

④ 見学中は、社名や見学目的について、担当窓口以外の職員及び来院者に知られ

ないように努めること。 

8. 提案書の作成と提出に関する事項 

(1)  提案書の作成 

提案書は、別添の資料3.「提案書作成要領」を参照の上作成し、企画提案応募申

込書（様式6）を添えて提出すること 

(2)  提出期間 

提案書は令和４年２月21日（月）から同年３月７日（月）まで（祝日及び日曜日

及び土曜日を除く）の午前10時から正午まで及び午後1時から午後5時まで受け付

ける。 

(3)  提出場所 

〒594-1101 大阪府和泉市室堂町840番地 

（ＴＥＬ 0725-56-0241 ）（直通） 

大阪母子医療センター 事務局経営企画グループ 

(4) 提案書の提出方法 

 持参又は郵送による。なお、郵送の場合は提出期間内に必着のこと 

9. 募集要項及び仕様書等に関する質問及び回答 

募集要項及び仕様書等に関する質問があるときは、質問書（様式７）により令和４

年１月28日（金）から同年２月10日（木）午後５時までに下記まで電子メールにより

提出すること。 

電子メールアドレス：keiki@wch.opho.jp 

この質問に対する回答は、資格審査通過事業者全員に令和４年2月18日（金）付け

で電子メールにて回答する。 

10. 1次審査の実施 
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応募者多数の場合は、提出のあった企画提案書をもって1次審査を実施し、上位3事

業者のみ後述のプレゼンテーション及びヒアリング審査（2次審査）を行う。 

1次審査を実施した場合には、その結果を令和４年３月14日（月）に電子メールに

より通知する。 

11. プレゼンテーション及びヒアリング審査（2次審査）の実施 

(1)  提出のあった企画提案書に基づき、プレゼンテーション及びヒアリング審査を実

施する。 

なお、プレゼンテーション及びヒアリング対応は、必ず業務責任者が行うことと

し、業務責任者及び本業務に配置される一級建築士１名以上を含む３名までの出席

とする。※全員が欠席した場合は、企画提案への参加を辞退したものとみなす。 

(2)  審査日程：令和４年３月23日（水）を予定 

※所要時間については、提案書に基づくプレゼンテーション20分、質疑応答等のヒ

アリング対応10分を予定している。集合時刻等の詳細は後日通知する。 

なお、新型コロナウイルスの影響を鑑み、Web 会議によるプレゼンテーション

の実施又は書面のみによる審査についても現在検討中であることから、詳細につい

ては提案書の提出者（1次審査を実施した場合は審査を通過した者）に連絡する。 

12. 事業予定者の選定、決定及び発表の方法 

(1)  選定方法 

主催者が組織する「大阪母子医療センター基本計画策定支援業務受託者選定委員

会」（以下「選定委員会」という）が定める選定審査基準に照らして、応募者から

提出された書類等を総合的に審査し、最も優れた提案をした者（以下「最優秀提案

者」という）と次点者を選定する。 

(2)  決定方法 

 上記(1)の最優秀提案者を事業予定者とする。ただし、主催者が指定する時期まで

に契約合意に達しなかった場合、次点者を繰上げ、事業予定者に決定する。また、

契約の履行が確実でないと主催者が判断した場合は、事業予定者の決定を取り消す

場合がある。 

(3)  発表方法 

企画提案のあった者に対し、文書にて通知する。 

13. 企画提案の無効に関する事項 

次のアからクのいずれかに該当する場合は、その者の企画提案は無効とする。 

ア  企画提案に参加する資格のない者が企画提案したとき 

イ  所定の日時及び場所に応募図書を提出しないとき 

ウ  自己のほか、他人の代理人を兼ねて企画提案したとき 

エ  ２以上の代理人をしたとき 

オ  企画提案に関して談合等の不正行為があったとき 

カ  見積書の金額、住所、氏名、印影、若しくは重要な文書の誤脱、又は認識し

がたい見積若しくは金額を訂正した見積をしたとき 

キ  正常な企画提案の執行を妨げる等の行為をなすおそれがある者､又はなした
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者が企画提案したとき 

ク  その他、指示した事項及び企画提案に関する条件に違反したとき 

14. 事業予定者の取扱い 

(1)  事業予定者と契約条件を協議のうえ、主催者の承認を受けることにより事業者

となる。 

(2)  本業務の事業者承認を受けた企業が次年度以降の委託業務（基本設計業務）へ

の参加を制限するものではない。 

15. その他 

(1)  応募者は、この募集要項、仕様書等を熟読し、それらを遵守すること。また、

主催者の指示に従い、円滑な企画提案の執行に協力し、不穏当な言動等により、

正常な企画提案の執行を妨げたり、他の応募者の迷惑になるようなことを避ける

ほか、常に善良な参加者としての態度を保持しなければならない。 

(2)  応募者は、事業予定者決定後において、この募集要項、仕様書等の内容につい

て、不明又は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。 

(3)  応募に要する費用は、応募者の負担とし、提出のあった提案書等については返

還しない。 

(4)  参加を辞退する場合は辞退届（任意様式）を提出すること。 

(5)  本事業の予算が大阪府議会で承認されない等の事由により事業が実施できなく

なった場合には、本事業の委託契約の締結は見送りとする。また、これに伴い損

害が発生した場合にあっても、センターはその損害について一切負担しない。 

(6)  企画提案募集結果については、ホームページ上で公表する。 

(7)  事業予定者は、大阪府立病院機構発注工事等に係る暴力団排除等手続要領に規

定する暴力団又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を、事業予定者決定後速や

かに提出しなければならない。なお、誓約書を提出しないときは契約を締結しな

い。また、誓約書を提出しない企画提案参加資格者に対し、入札参加停止等の措

置を行う。 

以上 


