LED 照明一式の賃貸借にかかる公募型プロポーザル方式募集要項
沖縄県立中部病院が実施する LED 照明一式の賃貸借にかかる公募型プロポー
ザル方式による業者選定に際し、次のとおり参加業者を募集します。
令和２年２月７日
沖縄県立中部病院長

本竹

秀光

１ 賃借の概要
(1) 件名
LED 照明一式の賃貸借
(2) 目的
本賃借は特徴ある構成やサポート体制などについて提案説明が可能な公募
型プロポーザル方式を採用する。
(3) 内容
LED 照明一式の賃貸借（以下「賃借」という。）を行う。
(4)

賃貸借予定期間
令和２年８月から令和８年７月

(5) 業務場所
沖縄県うるま市字宮里 281 番地
沖縄県立中部病院
(6) 引渡期限
令和２年７月 31 日
２ 賃借額の見積限度額
６１，８０８千円（消費税及び地方消費税の額を含む）
３ 実施型式
公募型プロポーザル方式
５ 参加資格要件
(1) 本業務のプロポーザルに参加する者は、公告日から契約締結の日までの
間、次の各号の全ての要件を満たすものとする。
ア

地方自治法施行令第 167 条の 4 の第 1 項の規定に該当しないこと。

イ
ウ

地方自治法施行令第 167 条の 4 の第 2 項の規定に該当しないこと。
手形交換所により取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全
なものでないこと。
エ 国税の滞納が無いこと
オ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく会社更生手続開始若し
くは更生手続開始の申立てがされている場合又は民事再生法（平成 11 年
法律第 225 号）に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てが
されている場合にあっては、一般競争入札参加資格の再審査に係る認定
を受けていること。
カ 暴力団(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条第２項に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴
力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった
日から５年を経過しない者の統制下にないこと。
(2) 提案参加業者は、上記参加資格条件をみたすもののうち、平成 17 年度以
降に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体（一部事務組合、広域連合
を含む。）に対し同種の契約を締結し、かつ、これらを誠実に履行した実績
があるものを選定する。なお、同要件を満たしている事が確認できるもの
（契約書の抜粋の複写等）を提出すること。
６ 参加申込・資格審査
(1) 参加申込
「参加申込書（様式第 1 号）」及び添付書類を後述する「10 書類提出先」
へ郵送又は持参にて提出すること。参加申込書の受付期間は公告日から令
和２年３月６日（金曜日）の午前 8 時 30 分から午後 5 時までとする。ただ
し、土曜日、日曜日は除く。
(2) 参加資格審査結果
参加資格審査結果は、郵送にて参加者に通知する。
７ 提案書類の作成等・提出方法
提案依頼通知を受けたものは、次に定める書類を提出先へ一括して郵送又は
持参にて提出すること。ただし、
「参考見積書」は正本 1 部のみ提出する。受付
期間中に提出がない場合、不備がある場合は、本業務のプロポーザルへの参加
資格を無効とする。
(1) 提案書類について
ア (2)「提案書類一覧表」の順番にまとめること。
イ

提案書は、原則 A4 とする。

ウ

提案書類の文字のサイズは 12 ポイント以上とする。ただし、図表等に
ついてはこの限りではない。
エ 様式指定のあるものについては、別紙指定様式により作成すること。
オ 様式ごとに両面印刷とし、様式ごとに頁数をページの下中央に記載す
ること。
カ 専門知識を有しないでも理解できるよう、分かりやすい表現に努める
こと。
キ 正本 1 部は、商号又は名称及び代表者氏名の記入及び社印を押印した
ものを提出すること。
ク 提案書は、1 者 1 提案とする。

(2) 提案書類一覧表
順番 提出書類の名称

様式

1

見積書(導入費用・保守費 任意様式
用込み)

2

要件回答

別紙．要求定義書

3

企画提案書

任意様式

4

履歴事項全部証明書
納税証明書等

備考
６年分の賃貸借（消費税及び地
方消費税を含む総額）
A4 判 20 ページ以内
・国税(法人税及び消費税)の未
納がないことの証明書

5
※平成 31 年 1 月 1 日以降に発
行された原本(1 年分)
契約書の写し
6

国（公社、公団を含む。）又は
地方公共団体（一部事務組合、
広域連合を含む。）に対し同種
の契約を締結した実績が認め
られるもの

(3) 受付期間
参加申請書等については、公告日から令和２年３月６日（金）の午前 8
時 30 分から午後 5 時まで、企画提案書について公告日から令和２年３月 18
日(水)までに必着とする。持参の場合は土曜日・日曜日を除く。
郵送にて提出する場合においても、受付期間内に必着とする。
８ 質問及び回答
(1) 参加申込みに関すること
参加申込み及びに関する質問については電子メールとし、件名を「LED 照
明一式の賃貸借 参加申込みの質問について（業者名）」として質問内容を
簡潔に記載し、下記メールアドレスへ送信することとする。電話による質
問は受け付けない。
【メールアドレス】 xx031112@pref.okinawa.lg.jp
質問受付期間は公告日から令和２年２月 28 日（金）までの午前 8 時 30
分から午後 5 時までとする。ただし、土曜日、日曜日は除く。
(2) 企画提案書に関すること
企画提案書等に関する質問については電子メールに実施することとし、
メールの件名を「LED 照明一式の賃貸借 企画提案書等の質問について（業
者名）」として質問内容を簡潔に記載し、下記メールアドレスへ送信するこ
ととする。電話による質問は受け付けない。
質問受付期間は公告日から令和２年３月 12 日（木）の午前 8 時 30 分か
ら午後 5 時までとする。ただし、土曜日、日曜日は除く。
【メールアドレス】 xx031112@pref.okinawa.lg.jp
(3)企画提案書等の選定審査を行う日時及び場所
ア 日時 令和２年３月 19 日（木曜日）午後２時を予定
イ 場所 沖縄県立中部病院内
９ 契約手続き等
(1) 契約交渉相手方等の決定
審査（ヒアリング等）の結果により、契約交渉相手方及び順位を決定す
る。
(2) 審査結果の通知
審査（ヒアリング等）参加業者全員に対し、書面により、契約交渉相手
方及び順位を通知する。
(3) 異議申し立て
審査結果に関する異議申し立ては、通知書に記載の日までに行うこと。

(4) 契約内容の交渉
契約内容については、提案された内容等をふまえ、契約交渉相手方に選
定された者と交渉し決定する。
(5) 次点者との契約
契約交渉相手方に選定された者が契約を締結しなかった場合、その他権
利を失った場合は、その旨を次点者へ通知し、契約交渉を行う。
１０ 書類提出先・問合せ先
沖縄県うるま市字宮里 281 番地
沖縄県立中部病院 総務課施設用度係 担当：西平
メールアドレス：xx031112@pref.okinawa.lg.jp
FAX 番号：098-973-4112
１１ その他
(1) 提出書類及び審査内容の公表又は非公表の別
提出された書類、審査の過程等は公表しない。
(2) 提案に係る費用の負担
参加申込み、提出書類の作成・提出、プレゼンテーションへの参加等に
関する費用はすべて提案者の負担とする。
(3) 参加申込み後の辞退
参加申込み後に辞退する場合は、「辞退届（様式第 3 号）」を上記の書類
提出先へ郵送又は持参にて提出すること。
(4) 虚偽記載等
参加申込書、提案書類等に虚偽の記載をした場合には、失格とする。
(5) 言語及び通貨
手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限定
する。
(6) 提出書類の取り扱い
提出書類は、参加者に返還しない。
(7) 契約を締結する日の属する年度の翌年度以降において、この契約に係る
歳出予算について削除又は減額があった場合、甲は、契約の一部又は全部
を解除することができるものとする。解除においては、契約内容等の見直
しなどにより、予算の範囲内における変更契約の可能性などについて甲乙
で十分協議を行った上で、これを行うこととする。

