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<令和３年２月１日作成>  

 

黒部市民病院 敷地内保険薬局整備・運営事業公募型プロポーザル実施要項 

 

１．事業の目的（趣旨） 

黒部市民病院（「以下、「病院」という。」）では、病院敷地内に保険薬局（以下、「薬局」という。）

の設置を行い、患者をはじめとした病院利用者のサービス向上を図り、また、病院経営の安定化、

併せて院外処方の更なる拡充を計画しております。このことから薬局を開設する事業者を公募型

プロポーザル方式により募集します。 

 

２．事業概要 

（1）事業名称 

黒部市民病院 敷地内保険薬局整備・運営事業 

（2）事業内容 

   事業者が病院の敷地の一部を賃借し、すべての費用を負担して薬局を開設するために必

要な設備及び建物等を整備し、所定の期間にわたり当該薬局を運営する。 

（3）事業予定地 

①所在地：富山県黒部市三日市 1108 番地 1（別紙図面のとおり） 

②土地所有者：黒部市 

 ③公法上の規制 

  ア.都市計画法 

    都市計画：都市計画区域内 

    用途地域：別紙図面のとおり 

    防火地域：準防火地域 

  イ.建築基準法 

    建ぺい率：60％ 

    容 積 率：200％ 

（4）公募する薬局（事業者）の数 

1 店舗 

 

３．事業期間 

本事業の実施期間は 10 年間とする。なお、施設の設置及び撤去に要する期間は本事業

期間に含まないものとする。ただし、施設の設置及び撤去に要する期間は、特段の理由

がない限り、それぞれ１年以内、半年以内とし、病院と事業者が協議して実施期間を定

め、契約する。また、契約期間満了後の更新については、病院と事業者が協議するも

のとする。 
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４．事業の基本事項 

（1）関係法令を遵守すること。 

（2）地域包括ケアシステム確立のための、かかりつけ薬局（地域薬局）の推進に向け、薬局と

地域薬局との良好な連携を目指すものであること。 

（3）事業者の資金と運営能力によって施設整備、維持管理、運営を行うことで当院の調剤業

務の軽減を図れる者であること。 

（4）事業者は、患者の利便性を向上させる場を提供するため、本要項の内容を満たす範囲で、

「別紙図面」に示す病院敷地内に薬局を設置するものとし、設置する位置（希望する場所）

及び利用者の動線を提案するものとする。 

（5）事業者は、事業運営に必要な病院の敷地又は施設、設備等について黒部市財産管理規

則の規定により使用許可を受けるものとし、その使用料は近傍類似の公示価格や実勢価格

を参考に病院に提案するものとする。なお、使用期間は薬局の設置工事着手月の初日から

撤去工事完了月の末日までとする。 

（6）薬局の設置、関連する既存施設の改修等に関する工事及び各種手続き並びに本件業務

に係る光熱水費を含む一切の経費は、事業者の負担とする。また、防犯及び防災の管理に

ついて必要な対応を行うと共に、病院管理者と十分協議して実施に当たるものとする。 

 

５．応募資格 

本事業に応募することのできる事業者は、業務を実施するにあたり、必要な能力を有する者

で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。 

（1）地方自治法施行令 （昭和 22 年政令第 16 号） 第 167 条の４第 1 項各号の規定に該

当しないものであること 。 

（2）会社更生法 （平成 14 年法律第 154 号）に基づく 更生手続開始の申立て及び民事

再生法 （平成 11 年法律第 225 号） の規定による再生手続き開始の申立てがなされて

いる者でないこと 。 

（3）黒部市の市税並びに法人税、地方法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこ

と。 

（4）本事業の永続性及び安定性を確保するため、財務状況、損益状況及び資金状況に問題

のない健全な財務体質を有すること。 

（5）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律 （平成 26 年法律第 79 号） 第２条第

２項に掲げる暴力団又はその構成員の利益になる活動を行う者でないこと。 

（6）公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者でないこと。 

（7）薬局の運営が可能な人員を継続的に配置でき、医療機関と連携して調剤業務を遂行でき

ること。 

（8）本事業の安全性を確保するため、法令に照らし合わせ、過去において不正及び不誠実な

行為がなく、将来においても同様に本事業を履行できること。 

（９）薬局に従事する薬剤師のうち少なくとも１名は、開設時までに富山県薬剤師会に入会する

こと。 
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（10）当院は、地域医療支援病院であることに鑑み、近隣の保険薬局をはじめとした関係施設

との良好な関係の構築に努めること。必要に応じて他の保険薬局との勉強会等の開催を提

案できること。また他の保険薬局からそのような求めがあった場合は適切に対応できること。 

（11）当院は、災害拠点病院に指定されていることに鑑み、災害時には近隣の支店等から必

要な薬剤等の供給が可能であること。 

 

６．公募参加時の提出書類 

公募への参加を希望する事業者は、次のとおり書類を作成し、提出するものとする。 

（1）提出書類 

①参加申込書（様式①） 

②会社概要整理表（様式②） 

③会社概要（書式は任意。ただし、Ａ４版２枚にまとめること） 

④登記事項証明書 

⑤国税及び地方税に未納がないことを証する書類 

⑥財務諸表（直近３か年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、キャッシュ

フロー計算書） 

⑦参加表明調書（様式③） 

⑧薬局営業実績書（様式④） 

（2）提出期間：令和３年２月８日（月）午前９時から２月 26 日（金）午後５時まで 

（3）提出先：〒938-8502 富山県黒部市三日市 1108-1 黒部市民病院 総務課用度係 

（4）提出部数：1 部 

（5）提出方法：書類は郵送又は持参により提出すること。 

 

７．参加表明に対する質疑等 

  参加表明調書の作成若しくは参加表明の提出に関して質疑又は確認したい項目がある場合

は、質問書（様式⑤)を提出することができる。 

（1）提出期間：令和３年２月８日(月)午前９時から令和３年２月 15 日(月)午後５時まで 

（2）提出方法等 

①質問書に質疑事項を記載の上、電子メールで提出すること。 

     提出先メールアドレス：s.tokumoto@med.kurobe.toyama.jp   

   ②質疑内容は簡潔にまとめること。 

   ③質疑に関する回答は令和３年２月 24 日(水)午後５時までに電子メールで行う。なお、質

疑に対する回答については、当院のホームページ上に掲載する。 

 

８．参加資格確認審査結果の通知 

参加資格確認審査結果は令和３年３月５日（金）までに電子メール及び書面により通知する。 
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９．参加資格確認審査結果後の辞退について 

参加資格確認審査で参加が認められたにもかかわらず辞退する場合には、病院に速やか

に連絡するとともに、辞退届（様式⑥）を書面にて提出すること。 

 

１０．企画提案書の提出 

参加資格確認審査により参加が認められた事業者は、以下により企画提案書を病院に提

出しなければならない。 

（1）提出期間：令和３年３月８日(月）午前９時から令和３年４月２日（金）午後５時まで 

（2）提出先：上記６．（2）記載の提出先に同じ 

（3）企画提案書の作成要項 

①用紙サイズをＡ４縦判、横書きとする。 

②別途図面等を添付する場合はＡ３用紙の使用を可とする。 

③企画提案書（様式⑦）を表紙とし、紙媒体で 10 部を提出する。 

④作成費用については、選定結果に関わらず事業者の負担とする。 

（4）提出方法：書類は郵送（書留若しくは信書便）又は持参で提出する。 

（5）提出された書類の取扱い 

①提出された書類は、原則非公開とする。 

②提出された書類は、返却しない。 

③提出された書類は、企画提案内容審査以外に使用しない。 

④提出された書類は、審査に必要な範囲で複製を作成する場合がある。 

⑤提出された企画提案書の訂正、追加及び再提出は原則認めない。 

⑥著作権は、原則としてそれぞれの参加者に帰属する。ただし、審査によって優先交渉権

者に採用された企画提案書の著作権は、当院に帰属する。 

（6）失格要件 

①本要項の公表後、本要項に定める手続き以外の手法により、審査委員会委員に本プロ

ポーザルに対する援助を直接又は間接に求めたとき。 

②虚偽の内容が記載されていたとき。 

③契約締結までに、参加資格要件に掲げる事項を満たさなくなったとき。 

④提出期限までに書類を提出しなかったとき。  

（7）契約交渉 

当院は本プロポーザルにおいて、優先交渉権者に選定された者と契約交渉を行うこととす

るが、契約の締結に至らなかった場合は、次順位者と交渉を行うものとする。 

 

１１．企画提案書の提出に対する質疑等 

企画提案書の作成又は提出に関して質疑若しくは確認したい項目がある場合は、質問書

(様式⑧)を提出することができる。 

(1)提出期間：令和３年３月８日(月）午前９時から令和３年３月 12 日(金)午後５時まで 
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(2)提出方法等 

①質問書に質疑事項を記載の上、電子メールで提出すること。 

      提出先メールアドレス：上記７．（2）①記載に同じ。 

②質疑内容は簡潔にまとめること。  

③質疑に関する回答は令和３年３月 24 日(水) 午後５時までに電子メールで行う。なお、

質疑に対する回答については、当院のホームページ上に掲載する。 

（3）現地説明会 

   別紙「現地説明会について」を参照のこと。 

 

１２．優先交渉権者の選定方法等 

最も優秀な企画を提案した事業者を優先交渉権者とし、その選定方法等は以下のとおりと

する。 

（1）選定方法 

優先交渉権者の選定は、審査委員会の審査によって決定する。審査委員会は、病院で選

任する審査委員が審査基準（公表はしない）を基に企画提案書を評価し、最も評価が高い

企画提案者を優先交渉権者として選定する。なお、プレゼンテーションの開催を予定してい

るが、開催の際は、電子メールにより各企画提案者に通知する。 

（2）審査結果の通知 

結果は令和３年４月下旬までに電子メール及び書面により通知する。 

 

１３．契約締結 

選定の結果、病院は優先交渉権者（又は次順位者）と条件等の協議を行い、両者合意に

至った場合は、その協議結果を基に契約条件の詳細を含めた契約を締結する。なお、契約

に係る印紙代等の費用は事業者の負担とする。 

 

１４．病院の概要 

（1）名 称 黒部市民病院 

（2）所在地 〒938-8502 富山県黒部市三日市 1108 番地 1 

（3）病床数 一般 405 床、結核５床、感染４床 

（4）診療科目 34 診療科 

内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、血液内

科、感染症内科、漢方内科、脳神経内科、リウマチ科、外科、消化器外科、乳腺外科、呼

吸器外科、心臓血管外科、耳鼻いんこう科、小児科、産婦人科、皮膚科、眼科、整形外科、

泌尿器科、放射線科、リハビリテーション科、脳神経外科、麻酔科、精神科、心療内科、歯

科口腔外科、形成外科、臨床検査科、病理診断科、救急科 

（5）外来診療日及び時間 

①診療日：平日（土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く） 

②時 間：8 時 30 分から 17 時まで  
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（6）院外処方箋発行枚数（令和元年度実績） 

①１日平均外来患者数 835 名  

②１日平均処方箋発行枚数 380 枚 

③院外処方箋発行率 80.8％ 

 

１５．その他留意事項 

 （1）事業者は、病院から情報公開、調査及び報告等を要請した場合は、速やかにこれに応ず

るものとする。 

 （2）本要項に係る手続きで使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

 （3）本要項及び企画提案書に記載されていない事項については、協議により定める。 

 

１６．プロポーザルのスケジュール 

期 間 内 容 

令和３年２月８日（月）～２月 26 日（金） 実施要項等の交付期間 

令和３年２月８日（月） 参加表明書の受付開始 

令和３年２月８日（月）～２月 15 日(月） 参加表明書に係る質問書提出期間 

令和３年２月 24 日（水） 参加表明書に係る質問への回答期限 

令和３年２月８日（月）～２月 26 日（金） 参加表明書の提出期間 

令和３年３月５日（金） 参加資格審査結果通知 

令和３年３月８日（月） 現地説明会 

令和３年３月８日（月）～３月 12 日(金） 企画提案書提出に係る質問書提出期間 

令和３年３月 24 日（水） 企画提案書提出に係る質問への回答期限 

令和３年３月８日（月）～４月２日(金） 企画提案書の提出期間 

令和３年４月中旬 選定委員会（プレゼンテーション予定） 

令和３年４月下旬 審査結果の通知 

令和３年５月上旬 基本協定書の契約締結 

 


