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市立四日市病院地下水供給事業募集要項 

 

 
１．事業の概要 

  事業名称  市立四日市病院地下水供給事業 

  

事業目的 当院における災害発生時のライフライン（飲料水等）を確保し病院機能を維持することを 

 当該事業の目的とする。 

   

業務概要      新たに井戸を掘削し、地下水を汲み上げ、ろ過等の処理を行ない、飲料水として活用で

きる地下水を、既設の上水用受水槽（１２０㎥×２槽）と雑用水受水槽（１３０㎥×２槽）に引

き込み、地下水と上水を併用供給する。 

 

業務履行場所   四日市市芝田二丁目２番３７号 市立四日市病院内 

 

契約期間      井戸の掘削開始は平成２４年４月１日以降 

              地下水の供給開始は平成２４年１０月１日以降平成２５年３月３１日までとし地下水供給 

開始後１０年間を経過した日の属する月の末日までとする。 

             ただし、この供給契約を継続する意思がある場合には、契約期間満了の３ヵ月前の日 

までに書面により意思表示をすることにより契約期間を１年延長するものとし、以降も同 

様とする。 

 

２． 予算  

             平成２３年度より平成３４年度まで総額１５３，１００，０００円 

             （消費税及び地方消費税含む） 

 

３． 契約の相手方の決定方法 

    公募型プロポーザル方式により選考を行います。提出書類の審査及びプレゼンテーション・ヒアリングを

実施し、評価基準に基づき審査し、契約の相手方となる候補者を決定します。 

 

４． 参加資格要件 

プロポーザルに参加できる者は、次に掲げるすべての要件を満たしている者とします。 

(1) 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 

(2) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立てまたは民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）に基づく民事再生手続き開始の申立てがなされている者（手続き開始の決定を受けた者

を除く。）でないこと 
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(3) 業務提案への参加資格確認申請書（以下「参加申請書」という。）の提出時点で三重県自治会館組合

での入札参加資格審査が完了し、最終選考結果通知の時点で「空調・給排水設備保守点検」におけ

る四日市市の入札参加資格を有する者 

(4) 参加申請書の提出時点で、日本国内における飲料用地下水供給事業（供給量が年間９０，０００㎥以

上のものに限る）の実績を１０件以上有する者 

(5) 参加申請書の提出時点で、日本国内の３００床以上の病院における飲料用地下水供給事業の実績を

５件以上有する者 

(６) プロポーザル実施公表の日から、候補者の特定の日までの間において、四日市市建設工事等入札参

加資格停止基準（平成１０年４月１日施行）の規定による入札参加資格停止の措置を受けていないこと 

(７) 関係法令、規則等に違反していない者 

 

５． 選考スケジュール 

          

平成23年 12月22日(木) 募集要項の公表（病院ホームページ） 

平成23年 12月27日(火) 募集要項等に関する説明会 

平成23年 12月28日(水) ～ 平成24年 1月 6日(金) 参加資格要件についての質問受付期間 

平成23年 12月28日(水) ～ 平成24年 1月13日(金) 参加申請書受付 

平成24年  1月 4日(水) ～ 平成24年 1月16日(月) 企画提案書についての質問受付期間 

平成24年  1月 4日(水) ～ 平成24年 1月16日(月) 現場調査 

平成24年  1月11日(水) 参加資格要件についての質問への回答 

平成24年  1月17日(火) 参加資格結果通知 

平成24年  1月19日(木) 参加資格不合格者説明要求期限 

平成24年  1月19日(木) 企画提案書についての質問への回答 

平成24年  1月19日(木) ～ 平成24年 1月24日(火) 企画提案書受付 

平成24年  2月19日(日) プレゼンテーション・ヒアリング 

平成24年  2月27日(月) 最終選考結果通知 

平成24年  3月 契約締結 

 

６． 募集要項等の公表・提供 

 ① 期間・方法 

   平成２３年12月22日（木）から  市立四日市病院ホームページによる 

②  内容 

・ 市立四日市病院地下水供給事業募集要項 

・ 市立四日市病院地下水供給事業仕様書 

・ 市立四日市病院地下水供給事業企画提案項目 
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７． 募集要項等に関する説明会 

    日 時  平成２３年１２月２７日（火）  午後１時３０分から 

    場 所  市立四日市病院 研修センター４階 多目的ホール  

 

８． 現場調査 

現場調査は、下記の期間中に、あらかじめ予約を行い、指定する日時において、病院運営に支障の

ない範囲で行うことができる。 

 ① 調査可能期間 

平成２４年１月４日（水)～平成２４年１月１６日（月）まで （土・日・祝日を除く） 

 ② 予約受付期間 

   平成２４年１月４日（水）～平成２４年１月１３日（金）まで （土・日・祝日を除く） 

    午前８時３０分～午後５時１５分まで 

 ③ 予約の受付場所 

   市立四日市病院 新病棟整備課 （電話 059-354-1111 内線5251）  

 

９． 質問の受付および回答 

 ① 参加資格要件について 

     平成２３年１２月２８日（水）から平成２４年１月６日（金）午後５時までに質問内容を簡潔にまとめて、電子メ

ールにて市立四日市病院新病棟整備課（shinbyoutouseibi@city.yokkaichi.mie.jp）まで送信してください。

（口頭での質問には応じません。） 

     回答は、平成２４年１月１１日（水）に市立四日市病院ホームページで公開するとともに市立四日市病院

新病棟整備課にて供覧します。 

 

② 企画提案書について 

平成２４年１月４日（水）から平成２４年１月１６日（月）午後５時までに、所定の質問書（様式２）に質問内容

を簡潔にまとめて、電子メールにて市立四日市病院新病棟整備課

（shinbyoutouseibi@city.yokkaichi.mie.jp）まで送信してください。（口頭での質問には応じません。） 

     回答は、平成２４年１月１９日（木）に市立四日市病院ホームページで公開するとともに市立四日市病院

新病棟整備課にて供覧します。 

 

１０． 参加申込 

提出期間  平成２３年１２月２８日(水)から平成２４年１月１３日（金）（土・日・祝日及び平成２３年1２月２９

日（木）～平成２４年１月３日（火）を除く） 

午前９時から午後５時（最終日は午後４時まで） 
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提出場所  市立四日市病院２階 新病棟整備課（直接持参による）  

提出部数  １部 

提出書類  次の(１)～(３) 

(１) 参加資格確認申請書（様式１－１） 

(２) 国内事業実績書（様式１－２） ※契約書（写）添付のこと 

            (３) 病院事業実績書（様式１－３） ※契約書（写）添付のこと。 

  

１１． 参加資格結果通知 

      平成２４年１月１７日(火)書面により通知します。参加資格がないと認められた場合には、平成２４年１月  

１９日(木) までに書面によりその理由の説明を求めることができます。理由の説明は、平成２４年１月２３

日（月）までに、書面で行います。 

 

１２． 企画提案書 

提案項目  別紙「市立四日市病院地下水供給事業企画提案項目」のとおり 

提出期間  平成２４年１月１９日(木)から平成２４年１月２４日（火） （土・日・祝日を除く） 

午前９時から午後５時（最終日は午後４時） 

提出場所  市立四日市病院２階 新病棟整備課（直接持参による） 

   提出部数  １案とし、正本１部、副本１５部（合計１６部） 

提出書類   (１) 企画提案書表紙････････････････････････････････････様式３ 

(２) 会社の概要････････････････････････････････････････様式４ 

(３) 企画提案書（水質及び供給できる水量について）･･････様式５－１～５－３  

        (４) 企画提案書（事故時の補償について）････････････････様式６ 

        (５) 企画提案書（設備に関する要件について）････････････様式７－１～７－３ 

(６) 企画提案書（保守・運転管理に関する要件について）･･様式８ 

        (７) 企画提案書（その他）･･････････････････････････････様式９－１～９－３ 

(８) 国内病院事業実績･･････････････････････････････････様式１０ 

(９)  財務関係書類（直近３期分） 

      貸借対照表、損益計算書 

(１０) 導入計算書･･････････････････････････････････････様式は自由（Ａ４） 

            (１１) プレゼンテーション用資料 

（プレゼンテーション用ソフトによるプレゼンテーションを行う場合。 

      Ａ４用紙に１枚あたり４スライドで印刷してください。）      

     

  ※提出書類は、Ａ４サイズ、２穴綴じとし、フラットファイル、紐綴じなど簡易な閉じ方で提出してください。 

  ※添付書類は各提案項目につきＡ４サイズ２枚までとします。 

※提出後の追加、修正、差換え等は認めません。      
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  ※財務関係書類は１6部ではなく、各２部ずつで結構です。     

 

 

１３． プレゼンテーション・ヒアリング審査 

  企画提案の審査については、書面審査のほか企画提案書の内容に基づくプレゼンテーション・ヒアリン

グによる審査を行ないます。 

  ① 実施日  平成２４年２月19日（日）      

② 実施場所 市立四日市病院 研修センター 多目的ホール 
③ 説明者   
（３名以内で出席してください。） 

④ プレゼンテーション１５分、ヒアリング４５分 
（プレゼンテーション用ソフトによるプレゼンテーション可。この場合、プロジェクターは当院で用意い

たしますが、パソコン及びソフトはご持参ください。） 

⑤ その他詳細については、別途通知します。 
 

１４． 審査方法及び受託者の決定 

    提出された企画提案書とヒアリング結果をもとに、「市立四日市病院地下水供給事業受託者選考委員会」

が評価基準に基づき審査・評価を行い、最優秀提案業者を決定します。同得点の場合は、当該者のくじ

引きにより決定します。 当院は、選考委員会の審査結果を踏まえて、契約の相手方となる候補者を決定

します。 

    ただし、あらかじめ定めた期間内に候補者との交渉が整わない場合は、あらためて次点者と随意契約に

向けた交渉を行います。この場合において次点者が同点の場合は、当該者のくじ引きにより決定します。 

 

１５． 審査結果の通知 

審査結果は、平成２４年２月２７日(月)までに提案参加者全員に文書で通知します。なお、審査内容に

関する質疑には応じません。 

 

１６． 提出書類の取扱い 

    提出書類は返却いたしません。なお、提案書等の提出された書類は、四日市市情報公開条例に基づき

公表する場合があります。 

 

１７． 応募に関する留意事項 

  ① 応募の無効について 

    ・ 提出書類等を提出期限までに提出しなかった場合 

    ・ 当院が示した予算の上限額を超過した場合  

    ・ 提案内容に虚偽又は不正がある場合 

    ・ 企画提案書提出時から契約書締結時の間に、四日市市の入札参加資格停止措置を受けている場合 

    ・ 会社更生法の適用を受けるなど、契約履行が困難と認められる状態に至った場合       

    ・ 選考審査に対し不当な要求等を申し入れた場合 
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    ・ その他不正な行為があった場合 

  

② 募集要項等の承諾 

     応募者は、企画提案書の提出をもって募集要項等の記載内容を承諾したものとみなします。 

  ③ 費用の負担   

     応募に関する費用の負担は、応募者の負担とします。 

  ④ 手続きにおいて使用する言語、通貨及び単位について 

     日本語、日本円、日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位に限ります。 

⑤ 書類の受付、問い合わせ等の対応について 
    土・日曜日、祝日及び平成２３年１２月２９日（木）～平成２４年１月３日（火）には行いません。 

⑥ 参加資格確認申請書提出後の辞退について 
辞退届（様式１１）を提出してください。 

⑦ 暴力団等不当介入に関する事項 

業務を遂行するに当たっては、下記の事項を遵守すること。 

（a）契約の解除 

四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成20年四日市市告示第28号）第３条

又は第４条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措

置を受けたときは、契約を解除することがある。 

（b）暴力団等による不当介入を受けたときの義務 

ｱ) 不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察

への捜査協力を行うこと。 

ｲ) 契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れ

が生じるおそれがあるときには、新病棟整備課と協議を行うこと。 

ｳ) ｱ)、ｲ)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格

停止等の措置を講ずる。 

 

１８．問合せ先  

 市立四日市病院 新病棟整備課 

              〒510-8567 三重県四日市市芝田二丁目２-３７ 

               電話 059-354-1111 (内線)5251 

               Fax  059-352-1565 

ｅﾒｰﾙ shinbyoutouseibi@city.yokkaichi.mie.jp 


