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レモンホール等設備更新事業 公募型プロポーザル 募集要項 

 

 

第 1章 募集要項の定義 

この募集要項は、公益社団法人 大阪府看護協会が、レモンホール等の設備更新及

び更新された設備の保守管理を行う事業（以下「本事業」という。）を実施する事業者

を選定するにあたり、本事業への参加を希望する事業者（以下「応募者」という。）に

公表するものであり、応募者はこの内容を踏まえ、応募に必要な手続きを行うものと

する。 

 

第 2章 事業概要 

１．事業名 レモンホール等設備更新事業 

 

２．実施場所 ナーシングアート大阪 

大阪府大阪市城東区鴫野西 2丁目 5-25 

RC造/地上 4階建/延床面積 2,978㎡ 

レモンホール 381.8㎡ 300席  

プラクティスルーム  86.4㎡ 

研修室 Ａ 118.8㎡ 

研修室 Ｂ 75.6㎡ 

研修室 ＣＤＥ 244.8㎡ 

研修室 ＦＧ 158.4㎡ 

研修室 Ｈ 158.4㎡ 

 

３．施設の設置者 公益社団法人 大阪府看護協会 

 

４．事業目的 

大阪府看護協会は、看護職の職能団体であり、府民の皆さまによりよい看護を提供

するために、看護職の質の向上に努め、府民の保健医療福祉の向上に貢献することを

目的としている。 

ナーシングアート大阪は、300 席のホールと研修施設を備えた協会の拠点施設であ

るが、設置から 20 余年を経過して老朽化が進行しており、特に映像音響機器等は概

ね設置当時のままである。運営面においてもホールの運営に専門業者への委託が必須

であるなど課題が顕在化している。このため、ホール及び研修室の設備を更新し、ホ

ールと研修室の機能向上と研修環境の整備を図る。 
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５．設備更新に係る要求水準 

(1) 一般事項 

○ 最新の機器と技術を用いて、質の高い映像音響環境を実現 

例えば、ＬＡＮケーブルを用いたＩＰシステムの構築などを想定 

○ 協会職員が運営可能なシステムを構築 

○ レモンホール、研修室（プラクティスルーム、Ａ、Ｂ、ＣＤＥ、ＦＧ、Ｈ）の間の

回線をデジタル化して良好な通信環境を整備 

○ レモンホールで実施している研修を研修室すべてで視聴可能とする。また、研修

室で実施している研修をレモンホールや他の研修室で視聴可能とする。 

○ レモンホールと各研修室の状況を 1階事務室で一元的にモニタリング 

 

(2) レモンホール 

○ 専門業者でないと操作できない機器を更新し協会職員がホールの運営を可能とす

るシステムを構築 

○ 3 階のホールですべての機器操作を行うことを可能に（現在は 4 階の映写室で機

器を操作） 

○ 学会等の会議を高精度で録画する機能を設置 

○ スクリーンを更新し 16：9対応へ 

 

(3) 研修室 ＣＤＥ ＦＧ Ｈ 

○ 前方の壁一面にホワイトボードを設置（プロジェクター対応のもの） 

○ 短焦点プロジェクターの設置 

○ モニターの更新 

 

６．保守管理に係る要求水準 

○ 設備の機能を維持するための適切なメンテナンス 

○ マニュアル・手順書の作成や職員向け研修を毎年度実施するなど、協会職員がレ

モンホールや研修室を円滑に運営するためのサポート 

○ トラブル発生時の迅速な対応 

○ 設備更新 10年経過後の状況報告と更新案の提案 

 

７．本事業のスケジュール 

本事業実施のスケジュールは次のとおりとする。 

設備更新契約の締結（補正予算承認を停止条件）    令和 4年 10月下旬 

理事会の補正予算承認（予定） 令和 4年 12月理事会 

設備更新期間(研修の実施に配慮)         令和 5年１月～3月 

設備更新終了後、保守管理契約を締結 
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第 3章 事業者の選定方法 

本事業は、公募型プロポーザル方式によって事業者を選定する。 

協会に選定委員会を設置して審査を行い、募集要項に基づき応募者から提出される

提案書を対象に、提案内容、価格その他の事項について総合的に評価する。 

選定・非選定の結果については、各応募者あてに電子メールで通知する。 

 

第 4章 応募に関する条件・手続等 

１．応募者の参加資格要件 

(1) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）による更生手続又は民事再生法（平成 11 

年法律第 225 号）による再生手続（以下「更生手続き又は再生手続」という。）開始

の申立てがなされている者等経営状態が著しく不健全である者でないこと。 

(2) ２年以内に銀行取引停止処分を受けている者でないこと。 

(3) 前６箇月以内に不渡手形又は不渡小切手を出している者でないこと。 

(4) 債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売

手続きの開始決定がなされている者でないこと。 

(5) 大阪府暴力団排除条例（平成 22年 11月 4日条例第 58号））の規定に違反する者で

ないこと。 

(6) 国税、地方税のいずれも滞納している者でないこと。 

(7) 過去 10年間に本事業と同種の設備更新工事において、同規模以上の実績を有する

こと 

 上記(1)～(7)の参加資格確認基準日は、提案書の提出から設備更新契約締結に至るま

での期間とする。 

 

２．事業者の募集及び選定の手順 

(1) 事業者の募集及び選定スケジュール 

募集要項等の公表 令和 4年 8月 4日(木) 

参加申込書締切 令和 4年 8月 17日（水） 

募集要項等に関する質問締切 令和 4年 8月 18日（木） 

募集要項等に関する質問への回答 令和 4年 8月 25日（木） 

提案書類の受付締切 令和 4年 9月 16日（金） 

提案内容に関するプレゼンテーション 令和 4年 9月下旬 

選定委員会の実施 令和 4年 9月下旬 

最優先交渉権者の選定 令和 4年 10月上旬 

設備更新契約の締結 令和 4年 10月下旬 

理事会の補正予算承認 令和 4年 12月初旬 
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(2) 参加申込書の提出 

提出締切 令和 4年 8月 17日（水）17時まで 

※ 本応募要項 5頁 第 4章 2.(7)により参加申込期間を延長した

場合は、令和 4年 8月 24日(水) 17時まで 

提出方法 参加申込書（様式１）に必要事項を記入し添付資料とともに「第

7章 担当窓口」へ電子メールにて提出 

電子メールの件名及び参加申込書のファイル名は「レモンホール

等設備更新事業 参加申込書 ○○」（○○は提出事業者名） 

 

(3) 募集要項等に関する質問及び回答 

質問提出締切 令和 4年 8月 18日（木） 17時まで 

提出方法 募集要項等に関する質問書（様式 2）に必要事項を記入の上「第

7章 担当窓口」へ電子メールにて提出 

電子メールの件名及び質問書のファイル名は「レモンホール等設

備更新事業 質問書 ○○」（○○は提出事業者名） 

質問への回答 令和 4年 8月 25日（木） 

回答方法 質問に対する回答は、応募者全員に電子メールで送付する。 

留意事項 質問した事業者名は公表せず、また、意見表明と解されるものに

は回答しないことがある。 

 

(4) 現地調査 

応募者が実施場所の現地調査を希望する場合は、協会と事前に日程等の調整を行

うこと。現地調査は提案書類の提出までの期間とする。 

 

(5) 提案書類の受付 

提出期限 令和 4年 9月 16日（金）17時まで 

※ 応募者は、提案書を提出する日時を、提出する日の前日までに担当

窓口に電子メールで連絡すること。 

提出場所 担当窓口 

提出方法 持参により提出すること 

 

(6) 提案書類の様式等 

 提案書類の様式は自由とする。ただし、次の内容を明確にすること。 

・設備更新の要求水準及び保守管理の要求水準を満たすものであること 

・設備更新事業の工程 

・設備更新事業の実施体制、保守管理の実施体制 

・設備更新事業の提案価格及びその内訳、提案価格のうち消費税の額 
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・保守管理の提案価格及びその内訳、提案価格のうち消費税の額 

※ 消費税の額は 10％として提案すること。 

 

(7) 公募型プロポーザルの取り止め等 

応募者がなし又は 1者の場合は参加申込期間を 1週間延長する。参加申込期間を延

長しても応募者なしの場合は本公募型プロポーザルを取り止める。応募者が 1者の場

合は予定どおり本公募型プロポーザルを実施する。 

提案書の提出者がない場合は本公募型プロポーザルを取り止める。 

 

３．応募に関する留意事項 

(1) 応募に伴う費用 

提出書類の作成等応募に伴う費用は、すべて応募者の負担とする。 

 

(2) 募集要項等の承諾 

応募者は提案書類の提出をもって、募集要項等の記載内容を承諾したものとする。 

 

(3) 使用言語等 

応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成 4 年法律第 51 号）に定

めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

 

(4) 応募の無効 

提案書に虚偽の記載をした場合または複数の提案をした場合は、本事業への応募を

無効とする。 

 

(5) 提出書類の取扱い等 

誤字等の場合を除き、提出書類の変更、差し替えまたは再提出は認めない。 

本事業に関する提案書類の著作権は応募者に帰属する。また、応募者の提出書類に

ついては、最優秀提案事業者の選定に関わる審査、その他本事業に関する業務以外に

応募者に無断で使用しない。なお、提案書類は返却しない。 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法律により

保護される第三者の権利を使用した結果生じた責任は応募者が負う。 

 

４．提案価格の上限 

設備更新に係る事業費の上限額は次のとおりであり、応募者は事業費上限額の範囲

内で提案を行うこと。なお、提案にあたっては、消費税率は１０％として提案するこ

と。 

事業費上限額：９５，０００，０００円（消費税等相当額１０％を含む税込） 
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第 5章 事業実施に関する事項 

 事業者は、関係法令等を遵守し、募集要項等、協会に提出した提案書類、契約書に

定めるところにより誠実に業務を遂行するものとする。 

契約等の解釈について疑義が生じた場合、協会と事業者は誠意をもって協議するも

のとし、協議が整わない場合は契約に定める具体的措置に従うものとする。 

 

第 6章 契約に関する事項 

 本事業に関する契約は、協会の本事業に係る補正予算が理事会において承認される

ことを停止条件とする。 

 事業者は、事前に協会の書面による承諾を得た場合を除き、契約上の地位及び権利

義務を譲渡。担保提供その他の方法により処分してはならない。 

 

第 7章 担当窓口 

公益社団法人 大阪府看護協会 事務局 担当：山口、高木 

 

住 所 大阪市中央区城見 2-2-22 マルイト OBPビル 8階 

電 話  06-6947-6900 

FAX 06-6947-6901 

Eメール  

      

※ Eメールは上記２つのメールアドレスに送付すること 

窓口対応時間 8時 45分～17時（土日・祝日を除く） 

 


