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熊本総合病院 

売店・喫茶店・レストラン 
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(施設名)  

独立行政法人地域医療機能推進機構  

熊本総合病院  

                      住 所 熊本県八代市通町１０－１０ 

                      ＴＥＬ ０９６５－３２－７１１１ 

                      ＦＡＸ ０９６５－３２－２７７２ 

 

 

 



【趣旨】 

   この要項は、JCHO熊本総合病院における売店、喫茶及びレストランの運営事業者を選定す

るため、必要な手続き等について定めるものです。患者さん、職員及び来院者に利用しやす

く魅力あるサービスが提供できる企画、立案が行って頂ける熱意ある事業者を公募いたしま

す。 

【運営事業者選定方法】 

   運営事業者の選定方法は、総合評価方式により行います。 

    【公募手続き等】 

   (1)〒866-8660 熊本県八代市通町 10-10 

    JCHO熊本総合病院 事務部 経理課 契約係 

    TEL:０９６５-３２-７１１１      FAX:０９６５-３２-２７７２ 

     (2)説明書等の交付方法 

    平成 30年 3月 7日(水)12時 00分までに、上記(1)の交付場所にて交付する。 

質疑は平成 30年 3月 6日(火)12時 00分までとし FAXで提出すること。 

    質疑の回答は、平成 30年 3月 7日までに FAXする。 

   (3)参加申込 

    本プロポーザルに参加する場合は、平成 30年 2月 19日（月）から平成 30年 3月 8 

日（木）までに下記の書類を提出してください。 

【提出書類等】 

 （1）参加申込書（様式第１号）  

 （2）提案書（任意様式）営業内容に関する条件および部門別運営希望の内容を含めること。 

また、各提案内容はＡ４サイズの用紙を用いること。 

 （3）添付資料 

   ① 決算書等 

     平成２６年度、平成２７年度、平成２８年度分の貸借対照表、損益計算書及び剰余金

又は欠損金の処理状況を明らかにした書類 

 ② 登記事項証明又は商業登記簿謄本（写し可）本社（店）所在地を管轄する法務局が発

行する「履歴事項全部証明書」（「現在事項証明書」での提出は原則認めない。）又は「商

業登記簿謄本」 

※ いずれも申請日直前３ヶ月以内に発行されたものに限る。 

   ③ 納税証明書 

     平成２８年度国税及び地方税の納税証明書（各項目に未納が税額が無いことの証） 

   ④ 保険料納付に係る申立書及びこれを証する次の書類 

     ア．直近２年間の社会保険料の納入確認書の原本又は、領収書の写し若しくはこれに

準ずる書類 

     イ．直近２保険年度の労働保険料等加入・納入証明書又は労働保険料の申告書の写し

及び当該申告書に対応する全ての領収書の写し若しくはこれらに準ずる書類 



 

（4）提出部数 

    正本１部、副本２部（コピ－可） 

 （5）提出方法 

    JCHO熊本総合病院 経理課まで持参すること。（祝祭日を除く月～金まで）の各日午前

９時から午後５時まで）やむを得ず郵送する場合は、郵送する旨の連絡、 

郵送後の受け取り確認を必ず行うこと。 

 （6）その他 

   ① 提案書等の作成、提出に要する費用は提案者の負担とします。 

   ② 提出された書類は返却いたしません。 

   ③ 提出された書類以外に、審査に必要な書類の提出を求める場合があります。 

 

【質問及び回答】 

   本プロポーザルに関する質問については、平成３０年３月５日（月）までに「質問書」（様

式第２号）を提出してください。質問に対する回答は、平成３０年３月７日（水）までに

行いますが質問内容により募集要項の追加又は修正となる場合があります。 

 （1）提出方法 

    熊本総合病院 経理課までＦＡＸで行ってください。なお、必ず電話で届いているかを

確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



売店、喫茶、レストラン運営事業に係る条件等 

 

 

１． 病院の概要 

（１） 施設名 独立行政法人地域医療機能推進機構「熊本総合病院」 

（２） 所在地 熊本県八代市通町１０番１０号 

（３） 規模  病床数３４４床 診療科 ４６科 

（４） 患者数 入院患者  一日平均患者数  336.8人（平成 28年度実績） 

       外来患者  一日平均患者数  524.1人（平成 28年度実績） 

       救急患者来院数  月平均数  951.8人（平成 28年度実績） 

       職員数            619人 （平成 30年 1月 1日現在） 

 

２． 事業実施施設の概要 

（１） 場所 （売店、喫茶、レストラン） 

当病院  説明書参照    

（２） 面積等 

  ➀売店     ３７．１５㎡ 

  ②喫茶     １３．１０㎡ 

  ③レストラン ２１８．５４㎡ 

（３） 事業開始予定日 

   ２０１８年４月１日 

３． 事業実施期間 

２０２３年３月３１日までとします。 

４． 営業時間、営業日及び休日に関する条件 

（１） 営業時間は原則として次のとおりとするが、事業者の提案により営業時間を拡大するこ

とも考慮する。但し、患者就寝時間の午後９時を超えての営業時間の延長は出来ない。 

  ➀営業時間 

   ≪売店≫ 

     午前 ７時００分から午後８時００分まで 

   ≪喫茶≫ 

     午前 ８時００分から午後１５時３０分まで（土、日、祝日休業） 

   ≪レストラン≫ 

     昼の部 午前１１時００分から午後１４時００分まで（土、日、祝日休業） 

     夜の部 午後 ６時００分から午後 ９時３０分まで（日、祝日休業） 

（２） 当院が必要と認めた時は、営業時間の延長を依頼することがあること。また、 

当院と協議のうえ営業時間の延長・縮小や営業日に休業することができる。 

 



５． 営業内容に関する条件 

（１） 売店 

  ➀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、衣類、杖類、新聞、雑誌類 

   エ 入院生活に必要な日用品類 

   オ 当院が要請する衛生用品類 

   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 その他当院が療養に適さないと判断するもの 

  ③次の付加的なサービスを提供すること 

   ア 郵便物、宅配物の取扱業務 

   イ 宅配取次業務 

   ウ その他運営事業者が提案するサービス 

  ④混雑ピーク時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、利用しやすい価格設定をすること。 

 

（２） 喫茶 

  ➀取扱メニューは運営事業者の提案によるものとする。 

但し、当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混雑ピーク時の混雑緩和への対応に配慮、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への配慮、工夫すること。 

  ④できるだけ安価な価格設定とすること。 

  

（３）レストラン 

➀取扱メニューは運営事業者の提案によるものとする。 

但し、当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人間ドック利用者向けの昼の食事の提供を行なうものとする。 

  ③混雑ピーク時の混雑緩和への対応に配慮、工夫すること。 

  ④障害者、車椅子や点滴スタンドを持っている利用者への配慮、工夫すること。 

  ⑤できるだけ安価な価格設定とすること。 

 

 

６． 経費負担に関する条件 



 運営事業者は売店、喫茶、レストラン等の利用見込み数や予定座席数に見合った設備整備を行

い、次の経費を負担する。 

（１） 施設利用料 

  決定した施設利用料を当院が指定した日に納入すること。納付方法については決定した運営

事業者に連絡する。 

（２） 販売手数料 

  売店、喫茶、レストランの売上に対しての割合（％）納付する。納付方法については決定し

た運営事業者に連絡する。 

（３） 内装、改修にあたっては、事前に当院と協議すること。 

（４） 売店内の備品、整備費 

（５） その他調理器具、冷蔵ケース、陳列棚等事業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、喫茶、レストランに係る光熱水料事業運営者が購入した備品等の維持管理費及び

その他売店、喫茶、レストランの事業運営に伴い必要となる費用。 

（７） 電話回線及び通信費 

（８） 運営事業撤退の際の現状復帰に係る費用。 

７． その他の条件 

（１） 事業運営者には借家権、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当

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、衛生環境を損なわないよう、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での業務であることを自覚させ、清潔感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、積極的な接遇研修の啓発、実施に努めること。 

（５） 事業運営に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） 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、喫茶、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、当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）当院が主催する防火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、当院から指示のある場合は、速やかに報告、対応を図ること。 

 



８． その他の留意事項 

 運営事業者は、次の事項について留意すること。 

（１） 利用者に対して、より良質・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、当院と協議すると共に、その実現に向け、最大限の努力

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、当院と相談するなど、当

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） 健全な運営を行っているかどうかを確認するため、当院にたいして年に一度、業務状況

報告書を提出すること。 

（４） 利用客等から寄せられた苦情などに対し、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当院に報告すること。必要と認められる場合は、当院と協議のう

え、対応すること。 

（５） 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共に、サービス内容への反映方法を報告すること。 

（６） 災害・事故が発生した場合若しくは発生するおそれがある場合又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共に、関係機関

及び当院に遅滞なく報告すること。 

 


