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１ 趣旨 

この要項は、平成３１年度の開院を予定している新光総合病院において、適正な医事

業務を実施する事業者を公募型プロポーザル方式により選定するための事務（以下「プ

ロポーザル」という。）について必要な事項を定める。 

  

２ 業務概要 

（１）業務名 

新光総合病院医事業務 

（２）業務内容 

新光総合病院における医事業務（詳細は、新光総合病院医事業務仕様書のとおり。

また、企画提案による別の業務を含む。） 

（３）業務期間の委託料の額（上限額） 

   １８０，０００千円（消費税及び地方消費税等は含まない） 

なお、この金額は下記業務期間の委託業務に対する金額である。また、契約金額の

限度額を示すものであり、契約金額ではない。 

（４）業務期間 

平成３１年５月上旬から平成３４年３月３１日まで 

ただし、業務実施に向けた準備や各種打合せについては、上記の業務期間外であっ

ても対応すること。 

（５）業務場所 

   新光総合病院 

所在地：山口県光市光ケ丘１６０５番１ 

 

３ 実施者及び事務局 

（１）実施者 

光市病院事業管理者 

（２）事務局 

     〒７４３－００２２  山口県光市虹ケ浜二丁目１０番１号 

    光市立光総合病院業務課 

電  話：０８３３－７２－１０００ 

ＦＡＸ：０８３３－７２－６０１８ 

電子メール：hkr-gyoumu@hospital.city.hikari.lg.jp 

 

４ 資料等の入手 

（１）次の関係資料等を光総合病院のホームページ上で提供するので参照すること。 

ア 新光総合病院医事業務プロポーザル実施要項（本資料。以下「実施要項」という。） 
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イ 新光総合病院医事業務仕様書 

ウ 様式集 

 

５ 参加資格 

この手続きに参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

（１）過去５年間において、山口県内の２００床以上の病院との医事業務委託における２

年間の継続した取引実績を複数有する者であること（契約更新も含む）。 

（２）山口県内に本社或いは支社（支店・営業所）を有すること。 

（３）税（国、都道府県、市町村）の滞納がないこと。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定により

入札制限を受けていない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律１５４号）の規定による更生手続開始の申立てが行わ

れた者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申

立てが行われた者でないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受

けた者又は民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた

ときは、この限りでない。 

（６）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申立て中又は破産手

続き中でない者。 

（７）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２号に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

以下、同じ）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者でないこと。 

（８）業務実施に当たる従事予定者の名簿が提出できることが望ましい。また、その中で

診療報酬請求業務にかかわる担当者の内、３０％以上が１０年以上の業務経験を有し

ていることが望ましい。 

 

６ 実施スケジュール 

スケジュールは次のとおりとする。ただし、受付等については期間中の土曜日、日曜

日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日には行わ

ない。 

公告及び実施要項の交付期間 平成３１年２月４日（月） 

～平成３１年２月１５日（金） 

質問受付期限 平成３１年２月１２日（火） 

質問に対する回答日 平成３１年２月１４日（木）※予定 

参加表明書等受付期限 平成３１年２月１５日（金） 

参加資格確認結果通知 平成３１年２月１８日（月） 

企画提案書等受付期限 平成３１年２月２５日（月） 
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プレゼンテーション及びヒアリング 平成３１年３月上旬予定 

審査結果の通知 平成３１年３月中旬予定 

 

７ 事業者選定方針 

（１）公募型プロポーザル方式とする。 

（２）事業者選定の審査は、新光総合病院医事業務プロポーザル審査委員会（以下「審査

委員会」という。）により行う。 

（３）参加者が１者のみの場合でも、審査は実施するものとする。 

（４）審査は、企画提案書等の書類審査、プレゼンテーション及びヒアリング審査とし、

最も適した者（以下「特定者」という。）を特定する。 

 

８ 提出書類の作成及び手続き等 

（１）参加表明書等の提出 

ア  提出書類  

提出書類は、以下のとおりとする。 

（ア）参加表明書（様式１） 

（イ）委任状（様式２）  本社以外の支店等に委任する場合のみ 

（ウ）使用印鑑届（様式３） 

（エ）参加者の概要調書（様式４） 

事業実績は、５  参加資格に留意し、実績を記載すること。 

（オ）従事予定者名簿（様式５） ５  参加資格に留意し、実績を記載すること。 

（カ）法人の登記簿謄本（発行日から提出日まで３か月以内のもの) 

（キ）税の未納・滞納がない証明書（写し）：各１部(発行日から提出日まで３か月以内

のもの） 

・国税は、本社に係る国に納める全ての税。 

・県税は、本社所在地（委任の場合は委任先地）に係る都道府県に納める全ての

税。 

・市税は、本社所在地（委任の場合は委任先地）に係る市町村に納める全ての税。 

（ク）参加者の概要調書（様式４）を証する契約書の写し等（病床数、事業内容、履

行期間、発注者及び受注者印、事業実績が確認できるもの） 

イ  書式等 

様式は全て片面印刷とする。 

ウ 提出部数 

様式１～様式５及び添付書類：正本１部、副本２部 

エ 提出場所 

光市立光総合病院業務課 
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オ 提出期限 

平成３１年２月１５日（金）までの日（期間中の土曜日、日曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）

を除く。）の午前８時１５分から午後５時まで。 

カ  提出方法 

（ア）持参又は郵送（配達証明付書留郵便）とし、郵送の場合を含め、提出期限内必

着とする。 

（イ）様式１～様式５の順に並べ、Ａ４用紙縦左部を２点クリップ留めとし、添付書

類等は、該当する様式の後に添付すること。 

（２）参加資格確認結果通知 

平成３１年２月１８日（月）に、参加表明書等を提出した参加者に対して、参加資

格確認結果を通知する。 

（３）質問の受付 

ア  受付方法 

質問内容は参加表明書及び企画提案書等の提出に関するものとし、質問書（様式

６）により、電子メールにて、事務局のアドレスに提出すること。なお、受信確認

を必ず行うこと。 

イ 受付期限 

平成３１年２月１２日（火）までの日（休日及び年末年始を除く。）の午前８時１

５分から午後５時まで。 

ウ 回答方法 

（ア）受付を行った質問は、一括して平成３１年２月１４日（木）を予定日とし、

光総合病院のホームページの掲載により回答する。 

（イ）本プロポーザル実施要項等の細部説明及び補完する内容のものに限るため、

全ての質問事項に回答できるとは限らない。なお、回答事項については、実施

要項等と一体のものとして効力を有するものとする。したがって、質問の有無

に関らず確認のこと。 

（４）企画提案書等の提出 

提出書類は、以下のとおりとする。 

ア 提出書類 

（ア）企画提案書表紙（様式７） 

（イ）業務責任予定者の経歴調書（様式８） 

（ウ）業務実施方針（様式９） 

本業務の実施に向けた会社としての具体的な取組み方針と、業務を継続するた

めのバックアップ体制について提案すること。 

（エ）業務実施体制（様式１０） 



 

- 5 - 

 

業務実施の人員体制及びスタッフの研修・教育体制について提案すること。 

（オ）個人情報保護体制（様式１１） 

個人情報保護及び情報セキュリティに係る考え方及び個人情報の具体的な管理

方法、従事者への守秘義務の徹底方法について提案すること。 

（カ）業務立上げにかかる工夫（様式１２） 

   業務開始に向けた準備方法及び配慮事項について提案すること。 

（キ）その他自由提案（様式１３） 

  （ク）見積書（任意様式） 

   新光総合病院医事業務仕様書及び企画提案の内容に基づき、業務期間における

業務の実施に必要となる費用を算出し、見積書として提出すること。 

なお、見積書の内訳がわかるよう年度ごとに算出根拠（直接人件費、借上料、

物品購入費、諸経費等）を記載すること。また、見積金額は消費税及び地方消費

税を含まない金額とすること。 

イ  書式等 

（ア）書類等の作成に用いる言語、通貨及び単価は、日本語、日本国通貨、日本標準

時及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位とする。 

（イ）様式９～様式１３については、参加者を特定できるような名前、ロゴ、サイズ

等を表現しないこと。 

（ウ）作成にあたって、文字の大きさは１０ポイント以上とすること。 

（エ）写真、イラスト、イメージ図に添えるキャプションは１０ポイント未満でも可

とするが、読みやすい大きさであること。 

（オ）様式は全て片面印刷とし、様式７、様式８及び見積書（任意様式）はＡ４用紙

縦向き、様式９～様式１３はＡ４用紙横向きで記載すること。なお、様式９～様

式１３は各２枚以内とすること。 

ウ 提出部数 

正本１部、副本：７部（正本がカラーの場合は、副本もカラーとすること。） 

エ 提出場所 

光市立光総合病院業務課 

オ 提出期限 

平成３１年２月２５日（月）午後５時まで 

カ 提出方法 

（ア）持参又は郵送（配達証明付書留郵便）とし、郵送の場合を含め、提出期限内必

着とする。 

（イ）正本は、様式７～様式１３、見積書の順に並べ、Ａ４用紙縦左部を２点クリッ

プ留めとし、添付書類等は、該当する様式の後に添付すること。 

（ウ）副本は、白紙（Ａ４用紙）を表紙とし、様式９～様式１３の順に並べ、様式ご
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とにインデックス等を貼り付けして、Ａ４ファイルに綴じること。Ａ４ファイル

の表紙及び背表紙に、「新光総合病院医事業務企画提案書」と記載すること。ただ

し、参加者の事業者名は記載しないこと。 

（５）プレゼンテーション及びヒアリング 

プレゼンテーション及びヒアリングの実施は、平成３１年３月上旬としている。な

お、日時、会場、留意事項等の詳細は、後日文書で通知する。 

ア 所要時間 

提案説明１５分以内、質疑応答１０分程度を予定 

イ 出席者 

３名以内の構成とし、本事業の現場責任者は必ず出席すること。 

（６）審査結果の通知 

審査の後、平成３１年３月中旬にプレゼンテーション及びヒアリングに出席した全

ての参加者に審査結果を文書で通知する。 

ア 審査結果の公表 

審査が完了した後、特定者を光総合病院のホームページで公表する。ただし、特

定者以外の者は非公表とする。 

イ その他 

プロポーザル審査に対する問い合わせや異議申し立ては、一切受け付けない。 

 

９ 評価項目等 

評価項目は、事業者評価（３５点）、経済性評価（２０点）、企画提案評価（４５点）

とし、合計点は１００点とする。なお、審査委員会の各委員による評価項目に基づく得

点を算出し、この得点を合計した評価点の最も高い者を特定者とし、次に評価点の高い

ものを次点者とする。 

 

１０ 提出に伴う費用 

参加表明書等及び企画提案書等の作成、提出及びプレゼンテーション及びヒアリング

等に係る費用の全ては、参加者の負担とする。 

 

１１ 現地説明 

現地説明会は実施しない。 

 

１２ 失格事項 

次の各号のいずれかに該当した場合は、失格となる場合がある。 

（１）提出書類の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

（２）提出書類に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。また、記載す
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べき事項以外の内容が記載されているもの。 

（３）提出書類に虚偽の内容が記載されているもの。 

（４）評価及び審査の公平性を害する行為があったと病院事業管理者が認めた場合。 

（５）その他本プロポーザルに関して不適切な行為があった場合。 

 

１３ 契約の締結 

審査結果に基づき、特定者と契約交渉を行う。なお、特定者が辞退したとき、特定者

が資格要件を欠くと判断されたとき、又は契約の交渉が不調となったときは、次点者と

順次、契約の交渉を行う。なお、仕様書は契約段階において若干の修正を行うことがあ

る。 

また、提出された見積書は、契約金額を保証するものではないため、契約段階におい

てあらためて見積書の提出を求めるものとするが、その金額は提出された見積書に記載

された額の範囲内を基本とする。 

 

１４ その他 

（１）審査及び評価等に係る基準日は、公告の日時点とする。 

（２）提出期限以降、参加表明書等及び企画提案書等の差替え及び再提出は認めない。 

（３）参加表明書等及び企画提案書等の提出後に書類の差し替えが必要な場合、提出期限

までの差し替えは認めるが、必ず持参により対応すること（郵送による差し替えは不

可）。 

（４）参加表明書等の提出後に辞退する場合は、速やかに辞退届（様式１４を持参により

提出すること。 

（５）提出された書類は、選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することが

ある。 

（６）提出された参加表明書等及び企画提案書等は返却しない。なお、提出された参加表

明書等及び企画提案書等は、選定以外の目的で参加者に無断で使用しない。 

（７）提出された企画提案書等に係る著作権は、元来第三者に帰属するものを除き、それ

ぞれの参加者に帰属するものとする。なお、企画提案書等の中で第三者の著作物を使

用する場合は、著作権法に認められた場合を除き、第三者の承諾を得ること。第三者

の著作物の使用に関する責は、使用した参加者に帰するものとする。 

（８）本プロポーザルは最適な事業者の選定を目的に実施するものであり、特定後の事業

において、必ずしも提案内容の履行を保証するものではない。 

（９）本プロポーザルの手続きにおいて、光総合病院が配布した一切の書類や資料等を他の

目的で使用しないこと。 

（１０）審査に係る内容を確認するため、追加資料の提出を求めることがある。 


