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 新市病第 455 号 

令和3年 1月 7日 

 

公 告 

 

新宮市立医療センターにおける売店運営について 

 

新宮市立医療センターにおける売店運営について、次期運営事業者の募集を行うので、

希望者においては、次のとおり申請書の提出を招請します。 

 

新 宮 市 立 医 療 セ ン タ ー 

開設者新宮市長 田岡 実千年 

 

１．趣旨 

本実施要領は、新宮市立医療センターにおける売店の運営について、運営事業者を募集

し決定するために必要な手続き等について定めるものとします。 

 

２．概要 

（１）事業名 

新宮市立医療センター内売店運営 

（２）仕様・運営条件等 

誓約書・契約書（案）・行政財産使用許可書（案）のとおり。 

（３）事業期間 

契約日から令和13年3月31日まで 

※ 事業者変更が生じた場合における既存事業者による撤去、また、次期事業者に

よる改装工事および仮設店舗運営（既存事業者による撤去工事開始日から次期事業

者による改装工事中）についての日程は、当院との協議によります。 

（４）事業場所  和歌山県新宮市蜂伏１８番７号 

新宮市立医療センター１階ホスピタルストリート西側付近 

 

３．テナント選定事務局 

〒647-0072 和歌山県新宮市蜂伏１８番７号 

新宮市立医療センター 庶務課 

TEL 0735-31-3333（代表）   

FAX 0735-31-3337 
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４． 

公告 令和３年 １月 ７日（木） 新聞・当院ホームページ・ 

新宮市ホームページ 

質疑応答期間 公告～ 

令和３年 １月２０日（水） 

ＦＡＸで受付、質問者に対して

ＦＡＸにて随時回答 

現地見学期間 公告～ 

令和３年 １月２０日（水） 

日時要調整。 

応募申請書類提出期間 公告～ 

令和３年 １月２０日（水） 

郵送・持参にて 

通過者決定の予定日 令和３年 １月２０日（水） 

 

書類審査のみ 

通過者にのみ郵送にて発送 

通過者が複数の場合は別途通知します。 

 

５．資格要件 

次に掲げる要件のすべてを満たす者とします。 

(１) 新宮市契約規則（平成 17年 10月 1日規則第４６号、以下「契約規程」という。）第

４項の規定に基づき、公告の日から落札決定までに、指名停止措置を受けていない

こと。また、他自治体の指名停止期間中でないこと。 

(２) 市町村税、法人税、消費税及び 地方消費税 を滞納していない者であること 。 

(３) 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がなされて

いる者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）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の申立てがなされている者（再生手続開始

の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

(４) 応募に参加する他の応募者との間に次に掲げる資本関係又は人的関係がない者であ

ること。ただし、アにあっては、子会社（会社法第２条第３号の規定による子会社

をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会

社（以下「更正会社」という。）又は民事再生法第２条第４項に規定する再生手続が

存続中の会社である場合を除き、イ（ア）にあっては、会社の一方が更正会社又は 

民事再生法第２条第４項に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。 

ア 資本関係 

(ア) 親会社（会社法第２条第４項の規定による親会社をいう。以下同じ。）と

子会社の関係に有る場合 

(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係に有る場合 

イ 人的関係 

(ア) 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

(イ) 一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再                  

生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 
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(５) 次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。 

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその全ての役員をいう。

以下同じ。）が暴力団員（暴力団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。以下「法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下

同じ。）であると認められるとき。 

イ 暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が実質

的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直

接的又は積極的に、暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる

とき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるとき。 

カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれか

に該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。 

(６) 今選定の趣旨および内容を熟知し、十分に理解した上で、応募できる者であること。 

(７) 日常生活用品などの物品販売の営業を新宮市、または、他の自治体で令和２年１２

月現在において１年以上営んでいること。 

(８) 病院施設内での運営管理を行うのに相応しい資力、信用、能力等を有すること。 

(９) 食品衛生法、薬機法等の関係法令の規定に基づく許認可等（届出を含む。）が必要な

場合は、応募申請の時点においてそれらを有する者であること。 

 

６．質問の受付及び回答 

（１） 売店運営等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

ア 受付期間 

令和３年１月２０日（水）17：00まで。 

イ 受付場所  

３．テナント選定事務局と同じ 

ウ 受付方法 

質問書（様式任意）を、持参または、ＦＡＸして送信してください 。 

エ 回答方法 

質問者に対してＦＡＸにて随時回答します。 

（２） 回答内容の如何により仕様の追加･変更等が為される場合があります。 

（３） 誠意をもって回答を行いますが、電話での質問、来院されての質問、売店運営等に

関係のない質問、悪意のある質問および極めて専門的な質問で回答が困難なもの

については、回答を差し控えます。 
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７．現地見学 

（１）次のとおり受け付けます。 

ア 見学期間 

令和３年 １月２０日（水）17：00まで。 

イ 受付方法 

３．テナント選定事務局に照会すること。 

（２）日時調整を要しますので、ご希望の日時を複数ご提示ください。 

 

８．応募申請書類の提出 

応募申請書類の提出については、 次のとおりとします。 

(１) 提出期間 

令和３年 １月２０日（水）17：00まで 

(２) 応募申請書類 

ア 応募申請書（様式任意） 

イ 会社概要書（パンフレット可） 

ウ 事業実績書（様式任意） 

エ 納税証明書（納付すべき市町村税を全て完納していること） 

(３) 受付場所 

３．テナント選定事務局と同じ 

(４) 提出方法 

郵送または、当院へ持参してください。 

(５) 費用負担 

応募申請者負担 

(６) 留意事項 

ア 応募申請書類の著作権は提出者に帰属します。ただし、選定された提出者

の応募申請書類については、当院が必要と認める場合には、その一部又は

全部を無償で使用できることとします。 

イ 提出後に辞退する場合には、速やかに辞退届（様式任意）を提出してくだ

さい。 

ウ 応募申請書類の内容の変更、差し替え及び再提出は認めません。 

エ 応募申請書類は、理由の如何に関わらず返却いたしません。 

オ 本業務の応募申請のために得た情報について、申請者は第三者への公表等

の他の目的に使用することはできません。ただし、公知となっている情報

及び第三者から合法的に入手できる情報については、その対象ではありま

せん。 

カ 当院が必要と認める場合には追加資料の提出を求めることがあります。 

キ 提出期限、提出場所及び提出方法に適合しないもの、指定する様式等及び
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記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの、記載すべき事項の全

部又は一部が記載されていないもの並びに虚偽の内容が記載されているも

のは失格とします。 

ク 来院については、検温後問題が無いことを確認し来院すること。 

 

９．資格審査 

（１） 実施者 

テナント選定事務局 

（２） 予定日 

令和３年 １月２０日（水） 

（３） 場所  

新宮市立医療センター 

（４） 審査方法 

応募申請書類をもとに選定します。 

プレゼンテーションおよびヒアリングはありません。 

（５） 通過者 

当院が資格を有すると認められた者 

（６） 資格結果通知日 

上記、資格審査予定日以降。  

（７） 結果通知の方法 

郵送にて 

 

10. 契約 

当選者との間で、業務の実施などに関する細目的事項について協議を行なったう

え、決済後契約を締結します。 

 

11. 売店事業の概要 

設置場所：新宮市立医療センター１階ホスピタルストリート西側付近 

（別紙･図面参照） 

 

売店面積：35.7 ㎡ 

売店営業時間：平日 8：00～17：00 土日祝祭日 9：00～14：00 
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12. 当院の概要 

施設名称：新宮市立医療センター 

所在地：和歌山県新宮市蜂伏１８番７号 

敷地面積： 33,926 ㎡ 

延床面積： 21,877 ㎡（病院本体） 

構造･規模：地上 6階・地下 1階建て 

病床数： 304 床 

病床稼働率： 

令和元年度        平均 77.9％ 

令和２年１０月度コロナ禍 平均 62.3％ 

参考患者数： 

令和元年度                患者数 入院患者数 86,627人／年 

令和２年１０月度コロナ禍 患者数 入院患者数  5,869人／月 

令和元年度                外来患者数 137,706 人／年 

令和２年１０月度コロナ禍 外来患者数  11,217 人／月 

令和元年度                救急外来患者数 6,748 人／年 

令和２年１０月度コロナ禍 救急外来患者数   440 人／年 

職員・委託業者等：約 550 人 

受付時間 自動再診受付機 予約の無い方 7：30～11：30 

          予約のある方 7：30～16：30 

初診受付・紹介受付    8：30～11：30 

面会時間： 14：00～19：00 （現在はコロナ禍のため、原則禁止中） 

消灯時間： 21：00 

 

院内には他に複数の事業者が有ります。 

職員・外来食堂：営業時間 平日 8：00～17：00 土日祝祭日 8：00～14：00 

入院時必需品（衣類・タオル・日用品・紙おむつ）の入院のセットレンタル有り 

１階・自販機コーナー及び６階展望・喫茶コーナーに自動販売機有り 
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13. その他 

（１）失格事項 

次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とします。 

ア 資格要件を満たしていない場合 

イ 提出資料に虚偽の記載があった場合 

ウ 実施要項等で示された、提出期限、提出場所および提出方法等の条件に適合し

ない書類の提出があった場合 

エ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行なった場合 

オ 本件に関して、本テナント選定事務局および市職員に直接および間接を問わ

ず、自らを有利に、又は他者を不利にするように働きかけたと認められる場合 

カ 市職員および本件関係者に対して、本件について接触の事実が認められた場合 

（２）その他 

ア 本件に関して作成する書類等において使用する言語は日本語、通貨は日本国通

貨とします 。 

イ 選定された事業者は、本業務を一括して第三者に委託し、または請け負わせる

ことは出来ません 。ただし、業務の一部について予め当院が認めた場合はこ

の限りではありません 。 
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