
新型コロナウイルス感染症民間検査場の運営事業者募集に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

  この要領は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するとともに、市民等の不

安を解消し、安心かつ安全な社会経済活動の継続に寄与することを目的に、泉大津市内

にＰＣＲ検査場を誘致するため、事業者を選定するための企画提案について定めること

を目的とする。 

 

１．業務概要 

⑴ 業務名 

   泉大津ＰＣＲ検査場運営事務 

⑵ 業務内容 

   別紙「泉大津ＰＣＲ検査場の運営事業者募集に係る仕様書」のとおり 

⑶ 履行期間 

   協定締結日の翌日から令和４年３月 31日（木）まで 

⑷ 履行場所 

   大阪府泉大津市東雲町９番 12号 泉大津市職員会館１階（職員食堂部分） 

   約 105㎡（15ｍ×７ｍ、内３ｍ×３ｍはロビー）別紙１参照 

⑸ 業務費限度額 

   業務費限度額 6,300,000 円（取引に係る消費税及び地方消費税を含む。） 

    ※検査日数は、70 日と想定。 

 

２．参加資格要件 

募集に参加することができる者は、次の要件を全て満たす者又は共同企業体（ＬＬＰ

等のグループ）であること。ただし共同企業体は、⑴及び⑵の要件については構成員全

てが満たすこと、⑶の要件については申請代表者が満たすこと、⑷の要件については１

以上の構成員が満たすこと。 

 

 ⑴ 提案事業者の構成員が事業に必要な免許又は資格を備えていること 

⑵ 応募時点で次のいずれにも該当しない団体等であること 

 ①次の各号に該当する者が代表者及び役員となっている団体等 

  ア 破産者で復権を得ない者 

  イ 法律行為を行う能力を有しない者 

  ウ 禁固以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

 エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 



 ② 会社更生法（平成 14年法律第 154号）及び民事再生法（平成 11年法律第 225

号）等により手続き中である団体等 

 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６号に規定する暴力団員が役員又は代表者として若しくは実質的に経営に関与

している団体、役員等が暴力団又は暴力団員に金銭的な援助を行っている団体、そ

の他「泉大津市暴力団排除条例施行規則」（平成 24年規則第４号）第３条各号に該

当する団体等 

 ④ 国税（法人税、消費税（地方消費税を含む））又は市税を、滞納又は未申告であ

る団体等 

 ⑤ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第２項の規定により、

本市から一般競争入札の参加資格を取り消されている団体等 

 ⑥ 泉大津市入札参加者有資格業者の指名停止等に関する要綱に基づく指名停止を受

けている団体等 

 ⑶ 仕様書に掲げる業務を円滑かつ柔軟に遂行できる体制を有すること 

 ⑷ これまでに同種の業務を１回以上実施した経験があること 

 

３．日程 

 内容 日程 

 １ 公募の広告 令和３年９月 10日（金） 

 ２ 
必要書類の配布 令和３年９月 10日（金）～ 

 ９月 17日（金） 

 ３ 質問事項受付期限 令和３年９月 15日（水) 

 ４ 質問事項回答日 令和３年９月 16日（木） 

 ５ 申込書類の提出期限 令和３年９月 21日（火） 

 ６ 結果通知 令和３年９月 24日（金） 

 ７ 詳細要件合意、協定 令和３年９月 29日（水） 

 ８ 業務開始 令和３年 10月１日（金） 

 ９ 業務終了 令和４年３月 31日（木） 

※注意点  

⑴ 提出期限に係る受付時間は、いずれも午前８時 45分時から午後５時 15 分までとす

る。 

⑵ 書類等の提出及び連絡については、所定の方法で行うこと 

 

４．応募手続 

公募に参加しようとする者は、次のとおり参加申込書・見積書を提出すること 

 ⑴ 提出期間 

   令和３年９月 10日（金）～同年９月 21日（火） 

午前８時 45分から午後５時 15分 



⑵ 提出場所 

  〒595-8686 泉大津市東雲町９番 12号 

  泉大津市政策推進部地域経済課 

⑶ 提出方法 

  次の書類を持参又は郵送で提出すること 

  （郵送の場合は、簡易書留等を利用すること、かつ、提出期間内に必着すること） 

  各様式については、泉大津市ホームページから取得すること 

  ・参加申込書（様式第２号） １部 

  ・提案書（様式任意） １部 

   ※仕様書に基づき検査価格（市民検査価格、その他の検査価格）及び検査キット

代を必ず記載すること。 

  ・見積書（様式第３号） １部 

   ・決算報告書（複写可） １部 

    ※直前１年分にかかる決算報告書一式（直近の株主総会で議決を得たもの） 

     賃借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書が必要です。 

    ※法人設立から１年を経過せず、決算報告書がない場合は開業届（写し）を提出

すること。 

   ・法人の履歴事項全部証明書（複写可） １部 

    ※参加申込日から遡って３箇月以内に発行されたもの 

   ・業務経歴書（様式任意） １部 

    ※令和２年１月１日から令和３年８月 31日の間に完了または着手した業務につ

いて、ＰＣＲ検査場運営にかかわる業務を記入する。 

    ※業務概要がわかるパンフレット等があれば添付すること（必ずＡ４サイズと

し、６ページを限度とする。） 

   ・納税証明書（複写可） 各１部 

    ①法人税及び消費税については、その３の３（法人）、その３（未納の税額がな

いこと）のいずれかとする。 

    ②泉大津市税の納税証明書については、本市税務課にて「未納のないことを証す

る納税証明書」とする。 

 

５．募集内容等に関する質問の受付 

本要領及び別紙仕様書に関する質問は、次のとおり受付及び回答を行う。 

⑴ 受付期間 

   令和３年９月 10日（金）～令和３年９月 15 日（水） 

⑵ 受付方法 

   質問書に質問事項を記載のうえ、以下のアドレス宛てメールで提出すること 

   なお、提出後は到達確認のため、地域経済課まで電話で報告すること 

   メールアドレス keizai@city.izumiotsu.osaka.jp 



⑶ 回答日 

   令和３年９月 16日（木） 

⑷ 回答方法 

   提出された質問と回答を取りまとめて、午後５時に泉大津市ホームページへ掲載

する。 

⑸ その他 

   「⑴ 受付期間」を過ぎた質問、「２．参加資格要件」に該当しない者からの質

問及び指定した方法以外による質問につきましては、お答えしません。 

 

６．選定方法 

  協定候補者（以下、候補者）の選定は、新型コロナウイルス感染症民間検査場の運営

事業者募集に係る公募型プロポーザル審査委員会（以下、「審査委員会」という。）の審

査において、次のように決定する。 

 ⑴ 審査委員会において、企画提案書の提案について別紙２に示す審査基準に基づいて

書面審査による審査を行い、審査の合計点数において、６割の点数（以下「基準点」

という」以上を得点し、最も高い評価を得た提案者を候補者とします。なお、泉大津

市が設置する審査委員会において、提案内容の説明や質疑応答を求めることがありま

す。 

⑵ 最高点の企画提案者が複数であった場合は、審査委員会の議決により候補者を決定

します。 

⑶ 企画提案者が１者のみの場合においても審査を行い、審査委員会の議決により、候

補者を決定します。なお、企画提案者が１者の場合は、審査の合計点数が基準点以上

で選定事業者とします。 

⑷ 評価、採点に関する意義は受け付けません 

 

７．企画提案者の失格 

  企画提案者が次のいずれかに該当する場合は、失格とします。 

 ⑴ 「２．参加資格要件」の要件を満たさなくなった場合 

 ⑵ 見積金額が業務費限度額を超えた場合 

⑶ 提出書類等に虚偽の記載があり、審査委員会が失格と認めた場合 

⑷ 審査の公平性を害する行為があり、審査委員会が失格と認めた場合 

 ⑸ 企画提案者が、事業を履行することが困難と認められる状態に至り、審査委員会が

失格と認めた場合 

⑹ 企画提案にあたり著しく信義に反する行為があり、審査委員会が失格と認めた場合 

 

８．企画提案に関する経費 

  企画提案に関する必要経費は、企画提案者の負担とします。 

 



９．プロポーザルの中止等 

  やむを得ない理由などにより、プロポーザルを実施することができないと認めるとき

は、中止又は取り消す場合があります。 

  その場合においては、プロポーザルに要した経費を泉大津市に請求できません。 

 

10．協定について 

⑴ 協定方法 

 ① 審査委員会で選定された最も高い評価を得た提案者が、泉大津ＰＣＲ検査場の運

営事業者募集に係る協定候補者となります。 

 ② 候補者と協定締結交渉の結果、合意に至らなかった場合、または候補者の本提案

における失格事項、もしくは不正と認められる行為が判明した場合は、次の順位の

者と交渉します。 

⑵ 協定内容の調整、仕様書の確定 

  候補者と市が業務内容等の調整を行い仕様書を確定します。協定内容は、仕様書、

質疑回答書及び企画提案書に基づき決定するものとし、提案内容は実現を約束した

ものとみなします。 

⑶ 見積書の提出 

  候補者は、確定した協定内容に基づき、協定締結に向けた見積書を提出します。 

⑷ 協定書 

  別紙３ 協定書（案）のとおり 

 

11．その他 

 ⑴ このプロポーザルに関する情報公開請求があった場合は、泉大津市情報公開条例

（平成 10年３月 12日条例第 10号）に基づき、提出書類等を公開する場合がありま

す。 

⑵ 参加申込後に辞退する場合は、辞退届（様式５）を令和３年９月 22日（水）まで

に、地域経済課へ提出してください。辞退は自由であり、辞退しても以後における不

利益はありません。 

 

12．問い合わせ先 

  本業務に関する問い合わせ先は、以下のとおりです。 

   泉大津市政策推進部地域経済課 泉大津ＰＣＲ検査場担当 

   〒595-8686 

   泉大津市東雲町９番 12号 

   ＴＥＬ ０７２５－３３－１１３１（内線：２４８２） 

   ＦＡＸ ０７２５－３２－６０００ 

   E-mail keizai@city.izumiotsu.osaka.jp 

 



附 則 

 この要領は、令和３年９月 10日（金）から施行し、候補者選定後、協定を締結した翌

日をもってその効力を失う。 


