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富山大学附属病院病院サービスに係る各種運営事業募集要項 

１ 趣旨 

 この要項は、国立大学法人富山大学附属病院（以下、「本院」という。）における 

１）売店、職員食堂及びレストラン、２）床頭台（テレビ、冷蔵庫付き）、ランドリー機器、

個室電話、インターネット設備、３）各種自動販売機 を長期安定的に設置運営できる事業

者を公募により選定するため、必要な事項を定めることを目的とする。 

２ 運営事業者選定の方法 

運営事業者の選定は、公募型プロポーザル方式による。 

３ 公募期間 

令和２年１０月２６日(月)から令和２年１１月２７日(金) 

４ 募集事業の概要 

（１）事業名

富山大学附属病院病院サービスに係る各種運営事業 

（２）事業内容

 本院が指定する附属病院内の一部を有償で使用し、売店、職員食堂、レストラン、

床頭台（テレビ、冷蔵庫付）、ランドリー機器、個室電話、インターネット設備、両

替機及び各種自動販売機の設置運営事業を行う。 

（３）事業期間

令和３年４月１日（木）から令和８年３月３１日（火） 

（４）事業実施場所等

富山市杉谷 2630 番地 富山大学附属病院内 

５ 応募資格 

（１） 提案者に関する要件

①本業務を実施しようとする民間事業者等（以下、「提案者」という。）で本募

集要項に基づき応募するものは、単独企業または連合体（以下「コンソーシアム」とい

う。）とする。 

但し、コンソーシアムでの提案の場合については、本業務運営においての代

表企業、構成企業を明確にし、代表企業が役務業務においての請求事務に関

する全ての責務、債務を負うことを原則とする。 

②契約期間中にコンソーシアムの構成企業の変更が生じる場合については、事前に

富山大学附属病院に対して承認を得なければならない。但し、代表企業の変更につい

ては認めない。 

③病院又は国、県、市町村庁舎の建物施設において、３年以上の設置運営実績があ

ること。及び、５００床以上の病院において、テレビレンタル業を３年以上、設
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置運営していること。 

（２） 参加資格に関する要件 

       下記に該当しない個人又は法人とする。 

    ① 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続の申立をしている

者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立

をしている者。  

    ② 破産者で復権を得ない者。 

    ③ 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号から第４号まで又は第６号の規定に該当する者で構成されている

者。 

    ④ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条に規定する風俗営業、接待飲食業、性風俗特殊営業及びこれらに類

する業を営む者。 

    ⑤ 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１４

７号）第５条第 1項に規定する観察処分を受けている者。 

    ⑥ 国税、県税及び市町村税の滞納がある者。 

 

６ 提出書類 

       本運営事業に参加する場合は、別紙「売店、職員食堂及びレストラン事業に係る条件

等」、「床頭台システム等設置運営事業に係る条件等」及び「各種自動販売機設置運営事

業者募集に係る条件等」を熟読のうえ、次の書類を提出すること。 

     （１）参加申込書（様式１）及び誓約書（様式２） 

     （２）企画提案書（様式３） 

     （３）会社概要（様式４） 

     （４）協定書等コンソーシアムを証する書類（コンソーシアムで応募する場合） 

     （５）添付書類 

        ①登記簿謄本（個人の場合は住民票） 

          ・商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）第６条第５号から第９号までに掲

げる株式会社登記簿謄本等の謄本 

        ②財務諸表類の写し（直近のもの） 

          ・法人にあっては、貸借対照表、損益計算書など経営実績がわかるもの 

・個人にあっては所得税確定申告書の写し（所得税青色申告決算書の写しを含 

む。） 

       ③国税、県税及び市町村税に係る納税証明書（直近のもの） 

       ④本社・本店所在地及び富山市における、食品衛生法に基づく行政処分の有無に

関する証明書（過去１年分） 

       ⑤ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定を受けている場合は証明書（写

し） 

 

    ※ 公的機関が発行する書類は、発行日から３ヶ月以内とする。 
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７ 書類作成上の注意 

 （１）提出書類の規格は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）パンフレット等の資料を添付する場合は必要 小限のものとすること。 

 

８ 提出部数 

  各８部（登記簿謄本（個人にあっては住民票）については原本を１部） 

※ 様式３、様式４については併せて電子ファイルにより提出すること。 

 

   ９ 提出先 

      〒930-0194 富山市杉谷 2630 番地  

      国立大学法人富山大学 病院事務部病院総務課 

電話 076-434-7105 

          FAX 076-434-1463 

    

10 提出方法及び期限 

    令和２年１１月２７日（金）午後５時００分（必着）までに持参又は郵送（簡易書留

郵便又は民間事業者による書留郵便に準ずるもの）により提出すること。 

 

11 説明会 

    プロポーザル仕様書等の内容及び事業についての説明会を令和２年１１月１３日

（金）に実施する。 

 

12 質問及び回答 

   質問がある場合は、質問書（様式５）を下記により提出すること。口頭による質問は

受け付けない。説明会に参加した全ての事業者に質問と回答を共有する。 

（１）提出方法 持参、又はファックス（ファックスの場合は到着を確認して下さい。） 

（２）提 出 先 ９に同じ 

（３）受付期間 令和２年１０月２６日(月)から令和２年１１月１３日（金） 

（４）受付時間 午前８時３０分から午後５時００分まで（土・日曜日及び祝日を除く） 

（５）回  答 令和２年１１月２０日（金）までに回答する。 

 

13 その他留意事項 

   （１）提出された書類について、提出後の追加及び変更は認めない。 

   （２）提出された書類の内容については、当事業者選定以外に利用しない。 

   （３）提出された書類については、理由のいかんに問わず返却しない。 

   （４）書類の作成、提出に係る一切の費用は参加者の負担とする。 

   （５）書類の内容に関して、確認又は問い合わせを行う場合がある。 

 

 14 運営事業者の選定 

    本学が設置する「技術審査会議」が評価を行い、運営事業者を選定する。 
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   （１）書類審査 

       提出された「様式３」及び「様式４」の各項目について評価する。 

    （２）ヒアリング 

        令和２年１２月初旬頃本学の「技術審査会議」によるヒアリングを行う。ヒア

リングの出席者は３名以内とする。ヒアリングの日程及び場所は、対象者に文書

で通知する。 

        なお、ヒアリングは原則として提案者全員に対して実施することとするが、提

案者が多数となった場合、書類審査で複数者を選定したうえで行う場合がある。 

   （３）運営事業者の選定 

        書類審査及びヒアリング結果等について総合的に評価を行い、 高の評価を得

た提案者を事業者として選定する。 

 

15 選定結果の通知及び公表 

   選定結果は、参加者全員に対し、書面により通知する。（１２月下旬の予定） 

   併せて、選定した運営事業者について、その法人名あるいは個人名を本院のホームペー

ジにおいて公表する。 

 

16 選定後の手続き 

  （１）選定された運営事業者と、別途本事業実施に関する契約書を締結する。 

   （２）選定運営事業者の取り消し 

    次の場合は、選定事業者の内定を取り消す。 

① 選定から事業開始までの間に内定設置運営事業者の諸般の事情変化等によ

り企画提案した事業運営が確実に履行できないと判断したとき。 

    ② 著しく社会的信用を損なう行為等により、運営事業者としてふさわしくない

と判断したとき。 

 

 17 経費負担に関する条件 

    （１）売店、職員食堂及びレストラン事業 

       運営事業者はレストラン等の予定座席数や利用見込者数に見合った設備整備を行

い、次の経費を負担する。 

  

① 施設使用料 

(ア) 売店                年間約１，５００千円 

(イ) 職員食堂・レストラン・厨房   年間約３，８００千円 

(ウ) コインロッカー設置箇所  年間６，７００円／㎡×設置機器の占有面積 

(エ) 公衆電話設置箇所 (7 台)  年間６，７００円／㎡×設置機器の占有面積 

(オ) テレホンカード販売機   年間６，７００円／㎡×設置機器の占有面積 

(カ) 公衆電話両替機       年間６，７００円／㎡×設置機器の占有面積 

(キ) 新聞販売機       年間６，７００円／㎡×設置機器の占有面積 

(ク) 売店内ＡＴＭ機器    年間２５，７００円／㎡×設置機器の占有面積 
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＊ 1  使用料は概算額であり消費税及び地方消費税込みの金額とする。 

2  使用料金の算定及び納付方法については、「国立大学法人富山大学不動 

産貸付事務取扱細則」に準ずるものとする。(納付の分割可) 

② 内装、改修に係る工事費。 

   ※  内装、改修にあたっては、事前に本院と協議をすること。 

③ レストランのテーブル、椅子等の設置、整備費 

      レストランのテーブルは車椅子でも使用できるものとすること。 

      ※ 職員食堂に係るテーブル、椅子等については現行のまま使用すること。 

④ 厨房機器の設置、整備費 

※ 厨房機器等については、現行事業者と協議をすること。 

⑤ その他調理器具、券売機、冷蔵ケース、陳列棚等の運営に必要とする設備備品

及び消耗品等の購入費 

⑥ 売店、職員食堂など関連諸施設の光熱水費、運営事業者が購入した備品等の維

持管理費及び廃棄物(一般廃棄物、産業廃棄物等)の処理に要する費用、その他売

店運営に伴い必要となる費用。 

⑦ 公衆電話、テレホンカード販売機、新聞販売機、両替機、コインロッカーの設

置及び運営に係る費用 (電話回線契約含む。)  

⑧ 運営事業撒退の際の現状復帰にかかる費用。 

   ⑨ 運営にあたり、利用者に損害を与えた場合の損害回復及び賠償経費。 

（２）床頭台システム等設置運営事業 

設置運営にあたっての必要経費は、下記を含め、すべて運営事業者の負担とする。 

① 施設使用料 

(ア) 床頭台システム部分   年間 約１，１５０千円 

(イ) ランドリー部分     年間 ＠６，７００円／㎡×設置器機占有面積 

(ウ) カード発行機部分    年間 ＠６，７００円／㎡×設置器機占有面積 

(エ) カード精算機部分    年間 ＠６，７００円／㎡×設置器機占有面積 

(オ) サーバー設置部分    年間 ＠６，７００円／㎡×設置器機占有面積 

(カ) パソコン設置部分    年間 ＠６，７００円／㎡×設置器機占有面積 

 

※ １ 使用料は概算額であり消費税及び地方消費税込みの金額とする。 

２ 使用料金の算定及び納付方法については、「国立大学法人富山大学不動産貸

付事務取扱細則」に準ずるものとする。（納付の分割可） 

 ② 設置器機に係る光熱水料及び清掃、保守等に要する費用並びに廃棄物等の処理経      

  費 

③ 運営にあたり、利用者に損害を与えた場合の損害回復及び賠償経費。 

④ ＮＨＫとの受信契約等は運営事業者が行い、受信料は運営事業者の負担とする。 

⑤ 電話基本料等 

電話回線の契約は、運営事業者が行い、基本料等は運営事業者の負担とする。 

⑥ プロバイダー契約等は運営事業者が行い、プロバイダー接続料金は運営事業者の

負担とする。 

⑦ 故意又は重大な過失なく発生した、本院の職員による床頭台システム等の破損に
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対する修繕等の費用 

⑧ 設置運営時の撤退廃棄の際の現状復帰にかかる費用 

（３）各種自動販売機設置運営事業 

設置運営にあたっての必要経費は、下記を含め、すべて設置運営業者の負担とする。 

① 施設使用料 

年間 ＠６，７００円／㎡×設置機器等の占有面積 

 

※ １ 使用料は概算額であり消費税及び地方消費税込みの金額とする。 

     ２ 使用料金の算定及び納付方法については、「国立大学法人富山大学不動産

貸付事務取扱細則」に準ずるものとする。（納付の分割可） 

    ② 光熱水費実費 

③ 自動販売機（電気メーター含む。）の設置及び撤去に要する工事費、移転費等 

④ 清掃及び保守に要する費用並びに商品の空き容器等の廃棄物等の処理経費 

⑤ 運営にあたり、利用者に損害を与えた場合の損害回復及び賠償費用。 

 

18 納付金 

①初年度：売上実績額（税込）に一定の割合を乗じた額を納付する。 

②２年度以降：①の額を納付する。なお、やむを得ない事情により初年度の売上を下回っ

た場合には、納付額の決定にあたり本院に協議を申し出ることができる。 

   ※ 納付金は事業年度毎に納付すること。 

 

 19 その他 

（１）運営事業者に対して、商品構成等の改善を求めたにもかかわらず、改善の評価がな

い場合には、本学から、半年前までに運営事業者へ契約解除の通告を行う。 

なお、事業撤退に際しては、次の運営事業者への引き継ぎに協力すること。 

（２）運営事業者は、真にやむを得ない事情により運営事業から撤退する場合には、運営

事業を終了する半年前までに本学に申し出ること。 

なお、運営事業者は、次の運営事業者が決定するまでの間に発生した損害について、

これを補償するものとする。 

（３）健全な運営を行っているかどうかを確認するため、本院に対して年に一度、業務状

況報告書を提出すること。 

（４）運営事業の撤退に際しては、速やかに原状復帰を行うこと。 

（５）設置事業者が次の各号に該当するときは、本院は無条件に契約を解除することがで

きる。 

    （ア） 本募集要項に定める義務を履行しないとき。 

    （イ） 本設置施設の運営を適正に履行できないと認めたとき。 

（６）下請け等の禁止 

    （ア） 第三者への業務下請け、委託は禁止する。 

（イ） やむを得ず業務の一部を下請けに出す場合は、本院の承認を得てから行うこと。 

（７） 本院より経営及び運営に関する資料提出の要求があった場合は、速やかに提出す

ること。 
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20 問合わせ先   

    病院事務部 病院総務課 

           担当：竹腰    電話 ０７６－４３４－７１０５ 
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 【病院の概要】 

（１）施 設 名   国立大学法人富山大学附属病院 

（２）所 在 地   富山市杉谷 2630 番地 

（３）病院の規模   病床数 ６１２床、 診療科数 ２０科 

（４）患 者 数   入院患者 約５２０人／日、 外来患者 約１,２００人／日 

（５）職 員 数   約 3,000 人 /日 （学生等を含む） 

   （６）外来診療日   月曜日～金曜日、ただし、国民の祝日に関する法律に定める祝日、

年末年始（１２月２９日から１月３日）及び夏季休診日は休診 

 

 

売店、職員食堂及びレストラン事業に係る条件等 

 

 

1 事業実施施設の概要 

  (1) 場 所 

     附属病院内南病棟 1 階 

  (2) 面積等 

①  売店     224.81 ㎡ 

②  職員食堂及びレストラン  437.38 ㎡ 

③  厨房（職員食堂、レストランの両方を兼ねる） 152.41 ㎡ 

  (3) 事業開始予定日 

     ①  売店   令和 3 年 4月 1日 

     ②  職員食堂、レストラン   令和 3年 4 月 1日 

（＊仮店舗の運営について・・・運営事業者が現行運営事業者から変更し、売店の改修、模様

替え等、原形を変更する場合、新店舗オープンまでの間、新運営事業者は仮店舗の規模・位

置等を本院と協議のうえ、新運営事業者の経費負担により、仮店舗を営業すること。なお、

仮店舗設置時には、市及び消防署等との協議が必要。） 

 

2  事業実施期間 

    令和 8年 3月 31 日までとする。 

 

3 営業時間、営業日及び休業日に関する条件 

  (1) 営業時間は原則として 低限次のとおりとする。なお、営業時間の変更は本院との    

協議によるものとする。 

 

    ①営業時間 

≪売店≫                7：00～21：00 まで 

≪職員食堂及びレストラン≫        11：00～14：00、17：00～20：00 まで 

  ※職員食堂及びレストランについては、上記の時間は必ず営業することとし、 

8：00～20：00 の範囲内で提案すること。 

②営業日および休業日 
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      原則として無休業とする。 

 

5  営業内容に関する条件 

 （1) 売店 

   ① 取扱商品は次のとおりとする。 

    （ア）  飲料、菓子類 

    （イ）  軽食 （弁当、惣菜、おにぎり、パン、サンドイッチ等)  

    （ウ）  文具、日用雑貨、傘、杖類、新聞、雑誌等 

    （エ）  入院生活に必要な日用品類（入院セットなど） 

    （オ）  本院が要請する衛生用品等 

    （カ）  その他運営事業者が提案する商品等 

   ② 次の商品の販売は禁止する。 

    （ア）  酒類、たばこ 

    （イ） その他本院が療養に適さないと判断するもの 

   ③ 次の附加的なサービスを提供すること。 

    （ア）  宅配取次業務 

    （イ）  FAX 及びコピーサービス 

    （ウ）  公衆電話サービス 7台 

（エ）  テレホンカード販売サービス 1台 

（オ） 公衆電話両替機サービス 1 台 

    （カ） マスク販売機２台 

（キ）  コインロッカーサービス 1 台（縦×横×奥 180×85×45 程度で 10 個口） 

    （ク）  付き添い者の寝具貸し出しサービス 

（ケ） ATM サービス、税などの収納代行サービス、電子マネー決済等 

通信販売払込など利用者にとって利便性の高いコンビニエンス機能を 

備えたサービスを提供すること。 

（コ） インターネットショップなどでの購入した商品の受け取りサービス 

（サ） 各種チケット(映画、イベント、旅行など)の予約、購入などのサービス 

（シ） その他運営事業者が提供するサービス 

      ④  混雑ピーク時(11：00～13：00)の混雑緩和への対応に配慮、工夫すること。 

      ⑤  障害者、車椅子や点滴スタンドを持っている利用者等への配慮、工夫を行うこ 

と。 

 ⑥  定価以内で、利用しやすい価格帯とし、できるだけ安価な価格設定とすること。 

 ⑦  営業時間内(特に夕食時間帯)に欠品しないように在庫コントロールを行うこと。 

⑧  従業員体制 

常駐の責任者(店長)を必ず配置し、責任者不在時には他の従業員でフォローでき

るような体制を構築すること。 

⑨   現行事業から変更する場合はスムーズに行われるよう新運営事業者は 

スケジュールを提示すること。 

⑩ 緊急時(従業員の病欠や機器トラブルなど)についての対応を提示すること。 
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(2) 職員食堂及びレストラン 

① 取扱メニューは運営事業者の提案によるものとする。ただし、酒類、その他本院

が療養に適さないと判断するものの提供は認めないものとする。 

② 混雑ピーク時（11：00 から 13：00）の混雑緩和への対応配慮、工夫すること。 

③ 障害者、車椅子や点滴スタンドを持っている利用者等への配慮、工夫を行うこと。 

④ 500 円（税抜）程度の価格を中心にメニューを構成すること。 

 

特記事項 

１ 利用者のアンケートは随時実施調査し、公にすること。 

２ 定期的な試食会を開催し（回数、参加者、人数などは病院の指示に従う）、

利用者や病院の要望を 大限配慮すること。また本院が希望する改善要望

が取り入れられない場合、調理師、原材料等の変更の勧告を行う場合があ

る。 

３ レストランについては、利用者が患者及び患者家族等が中心であることを

踏まえたサービスを提供する。 

４ 職員食堂については、利用者が教職員中心であることからセルフサービス

方式の対応でも可能とし、レストランよりも安価な設定とする。 

 

6  その他の条件 

(1) 運営事業者には借家権、賃借権、営業権等の私法上の権益は一切認めないこと。 

(2) 店舗や看板等の規模、デザイン、色彩等については、周囲との調和を図るため 

事前に本院と協議すること。 

(3) 事業実施施設及びその周辺を清潔に保ち、病院の美観、衛生環境を損なわいよう 

清掃等の維持管理を行うこと。 

(4) 常駐する従業員には病院内の業務であることを自覚させ、清潔感がある身なりで 

業務にあたるとともに利用者に対し、癒しの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、接遇研修の実施に努めること。 

(5) 事業運営に必要な各種法令に基づく許認可などは運営事業者が取得すること。 

(6) 食品衛生法、薬事法等の関係法令を遵守し、衛生管理、感染対策を徹底すること。 

(7) 従業員に定期健康診断を受けさせる等、健康管理を行うこと。 

(8) 運営に伴い発生する廃棄物(一般廃棄物、産業廃棄物等)は運営事業者の責任において

適正に処理すること。なお、食品循環資源の再利用等の促進に関する法律（平成 12

年法律第 116 号）に基づき、売店、職員食堂及びレストランの運営に伴う食品循環資

源の再利用を行うこと。 

(9) 空気循環、水質は法令に定められた基準等を遵守すること。 

(10) 設備、仕入れ材料等の搬入については、本院が指定する時間帯や経路に従うこと。 

(11) 従業員の駐車場が必要な場合は、駐車場の使用許可を申請すること。 

(12) 本院が主催する防災訓練や研修会への参加を要請した場合は、対応すること。 

(13) 事業撤退の際には、次の運営事業者への引き継ぎに協力すること。 

(14) その他、本院から指示のある場合は、速やかに報告、対応を図ること。 
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7  その他の留意事項 

(1) 運営事業者は、次の事項について留意すること。 

    利用者に対して、より良い品質、多様なサービスをもって、安定的かつ継続的に運営      

すること。そのための方策について、本院と協議するとともにその実現に向け、 大限

の努力を行うこと。 

(2) 経済状況の変化などにより事業の運営に支障が生じたときは、本院に相談するなど本院

の事業や運営事業に支障が生じないよう誠実に対応すること。 

(3) 利用客等から寄せられた苦情等に対し、再発の防止措置を含め迅速かつ適切に対応し、

対応の結果を速やかに本院に報告すること。必要と認められる場合は、本院と協議のう

え、対応すること。 

(4) 利用者の満足度及びニーズを把握し適切にサービスを反映させるために、調査を適宜行

いその結果を報告するとともに、サービス内容の反映方法を報告すること。 

(5) 災害、事故も発生した場合もしくは発生する恐れがある場合または業務の遂行に支障を

きたすような重大な事態が発生した場合は、直ちに必要な措置をとるとともに、関係機

関および本院に遅滞なく報告すること。 

 



 12

 

床頭台システム等設置運営事業に係る条件等 

 

１ 設置運営物件 

（１） 床頭台システム  ５７０式 

（内訳） 

① システムＡ    ４８６式 

  床頭台、薄型テレビ、冷蔵庫、課金装置有り 

② システムＢ    ８４式 

  床頭台、薄型テレビ、課金装置無し 

（２） 電話（ダイヤル方式）           ８２台 

（３） 洗濯機（ドラム式洗濯乾燥機等）      ４２台 

（４） インターネット使用環境設備        １式 

（５） カード販売機   

プリペイドカードの場合           ７台 

IC カードの場合  

          IC カード発行機能を持つ機器  １台 

チャージ（入金）機能を持つ機器        ６台 

（６） カード精算機 

        プリペイドカードの場合        １台 

        IC カードの場合      

精算機能を持つ機器          １台       

（７） その他提案できる事項 

  

２ 設置場所 

（１） 床頭台システム 

システムＡ ４８６式  /  システムＢ ８４式 

本院が指定する場所 

（２） 電話 

 特別室 ８２室 

（３） 洗濯機（ドラム式洗濯乾燥機等）  

 病棟各階洗濯室に各 1 台以上 

（４） インターネット使用環境設備 

１式（サーバー１台（電気室）、パソコン１台（南病棟多目的ホール）、特別室２９

室 

    Ｗｉ-Ｆｉ環境設備（特別室（Ｓ室）、南病棟 1 階多目的ホール、外来 1階ロビー） 

（５） カード販売機 

プリペイドカードの場合            ７台 

           IC カードの場合  

             IC カード発行機能を持つ機器   １台 

チャージ（入金）機能を持つ機器           6 台 
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本院が指定する場所 

（６） カード精算機 

プリペイドカードの場合    本院が指定する場所に１台  

IC カードの場合         本院が指定する場所に１台 

       

３ 事業実施期間 

   令和３年４月１日から令和８年３月３１日までとする。 

      

４ 設置機器の仕様条件 

（１） 床頭台システム 

① 床頭台 

(ア) 寸法、色等は参考図のとおりとし、スライドテーブルは必要としないこと。 

(イ) Ａ４サイズの書類を収めることができること。 

(ウ) 角に丸みを持たせる等、安全面に配慮すること。 

(エ) キャスターは簡単に４輪ロックができ、一目でロック確認できること。 

(オ) 折りたたみタオル掛け（左右両方）付きであること。 

(カ) ワイヤレスリモコンを立てかけることができること。 

(キ) 耐熱、耐薬品、耐水、耐久性に優れ、揮発性有機化合物（VOC）対策があるこ

と。 

(ク) ２０リットル～２５リットルの冷蔵庫が収納できること。 

(ケ) 引出しが貴重品保管庫となるよう施錠できること 

② 貴重品保管庫 

(ア) 大きな長財布やお見舞い袋が入る大きさであること。 

(イ) IC カード又はシリンダー錠で施錠できること。 

(ウ) 鍵紛失時にマスターキーで解錠できることとし、新たな鍵を早急に提供できる

こと。緊急時の解除キーを各病棟に配布すること。 

(エ) 紛失・破損による鍵の開錠・交換・補充等は全て受託者が負担すること。 

③ テレビ 

(オ) 16 型～19 型の薄型テレビで地上デジタル放送が受信可能で、ワイヤレスリモ

コン式、日本製に限らない。 

(カ) ワイヤレスリモコンは周辺の他のテレビに影響を及ぼさないこと。 

(キ) ワイヤレスリモコンは、高齢者に適した簡単な操作で大きいボタンで見易いこ

と。 

(ク) 利用料金の支払いはプリペイドカードまたは IC カード方式であること。 

(ケ) プリペイドカードまたは IC カードがなくても入院案内放送（無料放送）が視

聴できる機能を有すること。 

(コ) テレビ床頭台は固定式で、画面の角度調整が行えること。 

(サ) 液晶テレビで、イヤホンが前面で接続できること。 

(シ) テレビスピーカーのオン・オフが運営事業者でできること。 

(ス) テレビは省エネタイプであること。 
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③ 冷蔵庫 

(ア) 容量２０リットル以上２５リットル以下であること。 

(イ) 冷蔵庫は大手メーカーであること。 

(ウ) 抗菌仕様（SIAA 認定）で庫内の防カビや抗菌ができるもの。 

(エ) 扉は中身が見やすい引出し式とすること。 

(オ) 運転音が静かなもので、未使用時の臭い、笛の対策（高気密）を施したもので      

あること。 

(カ) 中身が見えやすいライトを取り付け、取り出しが容易であること。 

(キ) 閉め忘れ防止機能を有すること。 

(ク) 温度調節は 3 段階に切り替えることができ省エネ対策できること。 

(ケ) 利用料金の支払いはプリペイドカードまたは IC カード方式であること。 

(コ) プリペイドカードまたは IC カードはテレビ、電話機、ランドリーと共有であ

ること。 

（２） 電話（特別室８２室） 

(ア) 着信を拒否できる機能を有すること。 

(イ) 利用料金の支払いはプリペイドカードまたは IC カード方式であること。 

(ウ) プリペイドカード・IC カードはテレビ、冷蔵庫、ランドリーと共通であること。 

（３） 洗濯機（ドラム式洗濯乾燥機等）  

(ア) 洗濯容量は６ｋｇ以上で１回の使用で十分乾燥する機器を設置すること。 

(イ) 利用料金の支払いはプリペイドカードまたは IC カード方式であること。 

(ウ) プリペイドカード・IC カードはテレビ、冷蔵庫、電話機と共通であること。 

（４） インターネット使用環境設備 

(ア) プロバイダーと接続するサーバーを設置し、ＬＡＮジャックに差すだけでイン

タ―ネットに接続する環境を構築すること。特別室（Ｓ室）、外来棟 1階へのＷ

ｉ-Ｆｉ環境設備の維持をすること。 

(イ) 特別室８２室の利用料金、Ｗｉ-Ｆｉ環境は無料であること。 

(ウ) カード販売機  

プリペイカードの場合  

(ア) テレビ、冷蔵庫、ランドリー、電話機など共通であること。 

(イ) カードは千円単位で複数種類あること。 

(ウ) 床への据え置き型で、防犯上必要な措置がとられていること。 

(エ) 販売記録がデータ出力できること。 

     IC カードの場合 

(ア)  テレビ、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機など共通であること。 

(イ)  カードは、1 万円、５千円、２千円及び千円札が使用できること。 

(ウ)  床への据え置き型で、防犯上必要な措置がとられていること。 

(エ)  販売記録がデータ出力できること。 

 

     チャージ（入金）機能を持つ機器 

(ア) テレビ、冷蔵庫、ランドリー、電話機など共通であること 

(イ) カードは千円札で使用できること。 
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(ウ) 床への据え置き型で、防犯上必要な措置がとられていること。 

(エ) 販売記録、使用履歴等がデータ出力できること。 

（５） カード精算機  

 プリペイカードの場合  

（ア）10 円単位まで払い戻しができること。（精算手数料は無料とすること。） 

（イ）床への据え置き型で、防犯上必要な措置がとられていること。 

（ウ）販売記録、使用履歴がデータ出力できること。 

IC カードの場合 

（ア）10 円単位まで払い戻しができること。（精算手数料は無料とすること。） 

（イ）床への据え置き型で、防犯上必要な措置がとられていること。 

（ウ）販売記録、使用履歴がデータ出力できること。 

 

(６) IC カードについて 

   （ア）テレビ、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、電話機以外の院内の施設（売店、食堂等）

でも使用が可能なこと。 

 

５ 運営、その他に関する条件 

（１） 利用料金は患者負担を考慮し、なるべく低廉な料金とする。 

（２） 患者等の利用及び本院の業務に支障がないように設置運営にあたること。 

（３） 運営事業者には賃借権、営業権等の私法上の権益は一切認めないこと。 

（４） 設備導入後の保守管理、修理等のメンテナンスサービスについては、設置事業者が

責任を持ち、体制を確立し、速やかに実施すること。（平日・土日祝等は要員を１名以

上配置すること。） 

（ア） 保守管理、修理等のメンテナンスサービスの体制について、本院から改善を求め

られた場合は、本院の指示に従い速やかに改善すること。 

（イ） 患者等からの苦情、トラブルもしくは本院からの依頼等には発生日当日、迅速に

対応すること。 

（ウ） 洗濯乾燥機のフィルター清掃は、日・祝日を除く平日には必ず実施すること。 

（エ） 設置事業者は決められた制服・担当者にて病棟巡回し、利用者の退院後、床頭台

及び冷蔵庫の清掃を実施し、速やかに次の利用者へ提供すること。 

（５） 本院の過失による場合を除き、設備の破損、紛失、盗難については、設置事業者が

責任を負うこと。 

（６） 運営事業者は、常に利用者の意見を聴取しサービスの向上に努めること。 

   （７） 故障対応や緊急時、または、本院からの至急要請があった場合、30 分以内に到着（土

日祝除く）、対応ができる体制をとること。 

  （８） 運営事業者は、設置機器を衛生的に管理するものとし、管理方法について本院と協

議し、本院の指示にしたがうこと。また、定期的に衛生検査を行うとともに、感染症患

者が出た場合は、速やかに本院が指定する消毒を行うこと。 

（９） 設置機器及びシステムに関する本院の要望については、迅速かつ誠意をもって対応す

ること。 
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各種自動販売機設置運営事業に係る条件等 

 

１ 設置運営場所 

 （１）附属病院 南病棟 1階 自販機コーナー 

     使用可能面積 約８㎡ 

 （２）附属病院 中央診療棟 1 階中央廊下 

     使用可能面積 約１２㎡ 

（３）附属病院 北病棟 2階から 7 階 デールーム 

      使用可能面積 約１㎡（各階） 

  （４）附属病院 中央診療棟１階 救急部待合ロビー 

      使用可能面積 約１㎡ 

  （５）附属病院 中央診療棟 3 階 手術部 

使用可能面積 約 1 ㎡ 

（６）臨床講義室前 

使用可能面積 約 1 ㎡ 

（７）新外来棟待合室 1 階 

      使用可能面積 約 1㎡ 

（８）外来エレベータ前付近 2 階 

      使用可能面積 約 1㎡ 

（９）立体駐車場 1 階及び 3階 

      使用可能面積 約 1㎡（各階） 

 

  ※ １ 自動販売機の設置場所については、参考図を参照すること。 

    ２ 使用可能面積には空容器の回収ボックス、放熱スペース等を含む。 

    ３ 上記(1)～(9)以外にも本院から自動販売機の設置又は撤去等を求める場合がある。 

 

２ 事業実施期間 

   令和 3 年 4月 1日から令和 8 年 3月 31 日までとする。 

 

３ 設置運営条件 

  （１）販売商品、販売価格 

① 販売商品は飲料、軽食類とし設置運営業者の提案によるものとするが、清涼飲料水、

アイスクリーム、軽食等利用者のニーズに対応できる幅広い品揃えを行うこと。 

② 主な利用者が病院患者であることに配慮すること。 

③ 酒類、たばこの販売は行わないこと。 

④ 販売価格は、販売商品の小売価格以下とする。 

⑤ 救急部待合いロビーに設置の自動販売機内には、夜間、救急で来られる患者様が利

用するため、製品については病院指定されたものを販売品目に必ず入れること。 

（指定品：経口補水液ＯＳ-１ 及び 水分補給系品） 

  （２）自動販売機の形式・機能 
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① 大きさ、形状は本院等が指定する場所に対応したものとする。 

② 自動販売機本体前面の分かりやすい箇所に、緊急時（トラブル時）の連絡先を掲示

すること。 

③ 転倒防止策等の安全装置を備えていること。 

④ 省エネルギー、省資源等、環境に配慮されていること。 

⑤ 災害や緊急事態の発生に、対応が可能な機種の導入に努めること。 

⑥ 設置場所が病院内であることに配慮し、すべての方に使いやすく開発された機種の

導入に努めること。 

（３）維持管理 

    ① 自動販売機の設置、商品の補充、メンテナンスによって、患者や病院スタッフの通

行等に支障を生じさせないこと。 

 ② 商品補充（売り切れ防止等）、金銭管理（つり銭対応含む。）など自動販売機の維持

管理は運営事業者の責任で行うこと。 

    ③ 自動販売機（販売商品）に係る故障、問い合わせ、苦情等については、事業者の責

任において迅速に対応すること。 

    ④ 自動販売機の横等に販売商品の容器に対応した回収ボックスを設置し、廃棄された

空き容器がボックスからはみ出さないよう、定期的な回収を行うこと。 

    ⑤ 自動販売機周辺を清潔に保ち、病院の美観、衛生環境を損なわないこと。   

 

４ 運営、その他に関する条件 

（１）自動販売機の設置・販売に必要な各種法令に基づく許認可などは、運営事業者が取得

すること。 

（２）運営事業者には賃借権、営業権等の私法上の権益は一切認めないこと。 

（３）食品衛生法等の関係法令を遵守し、衛生管理、感染対策を徹底すること。 

（４）設置する自動販売機、販売品の搬入及び空き容器の搬出については、本学が指定する

時間帯や経路に従うこと。 

（５）自動販売機のデザイン、色彩等は周囲と調和を図るため、事前に本院と協議すること。  

（６）自動販売機には商品の販売と直接関係のない広告を掲示しないこと。 

（７）設置する自動販売機を変更する場合又は商品構成を変更する場合は、あらかじめ本学

と協議し了承を得ること。 


