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伊勢崎市民病院医事業務委託プロポーザル実施要領 

 

 

 

伊勢崎市民病院医事業務委託に係る公募型プロポーザルを次のとおり実施する。 

 

１ 目的 

  本プロポーザルは、伊勢崎市民病院における患者サービスの向上と効率的かつ合理的な業務の遂行

を図るため、専門的な知識と経験を有する業者に業務を委託することを目的とする。 

 

２ 事業概要 

 （１）業務名称 

    伊勢崎市民病院医事業務委託 

 （２）業務委託場所 

    伊勢崎市連取本町１２番地１ 伊勢崎市民病院 

 （３）業務内容 

別紙１「伊勢崎市民病院医事業務委託仕様書」のとおり 

 （４）選定業者数 

    １事業者 

 （５）委託期間 

ア 令和２年４月１日から令和５年９月３０日まで 

イ 業務受託者として選定された日から令和２年３月３１日までは、業務の準備を行うこととし、

この準備にかかる経費は業務受託者の負担とする。 

 （６）提案上限額８６７，３３１，３００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 応募資格 

  本プロポーザルに参加しようとする事業者の資格要件は、次のとおりとする。 

（１）令和元年９月１日現在から過去５年間に、日本国内の４００床以上のＤＰＣ対象病院において、

３年以上継続して医事業務委託の受託実績を有していること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな                   

い者であること。 

 （３）会社更正法（平成２４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法

（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なされていないこと。 

 （４）国税及び地方税を滞納していないこと。 

 （５）伊勢崎市財務規則（平成１７年伊勢崎市財務規則第４３号）第１３６条第２項による競争入札

参加資格者名簿に登録されている者であること。 

（６）伊勢崎市暴力団排除条例（平成２４年条例第３２条号）第２条に規定する暴力団又は暴力団対

等に該当しないこと。 

（７）伊勢崎市建設工事請負業者等指名停止措置要綱に基づく指名停止を受けている者でないこと。 
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 （８）参加資格の確認に必要な次の書類（以下、「資格審査書」という。）を各１部提出すること。 

ア 参加申込書（様式第１－１号） 

イ 参加資格確認書（様式第１－２号） 

ウ 会社概要（様式第２号） 

エ 他病院での受託実績（様式第３号） 

オ 印鑑証明書       １部 

カ 商業登記簿謄本     １部 

キ 納税証明書       １部 

  納期限の到来した国税、地方税を納付していることが確認できる書類（直近１年間） 

ク 財務諸表（直近２年分） １部 

     ※上記エ～カの書類に関しては、写しでも可とする。 

     ※参加申込日から３ヶ月以内に発行のものを提出すること。 

 

４ 資格審査書の提出及び審査 

（１）資格審査書の提出 

資格審査書は、事業所名、代表者名・印、所在地、電話番号及び E-mail、FAX番号 

を明記し、令和元年１０月１５日（火）午後５時までに持参すること。 

郵送は不可とする。 

 （２）資格審査書の審査 

                  資格審査書は、提出時に参加資格要件を満たしているか確認を行います。 

 

５ 現地案内 

  参加希望者に対して下記のとおり現地案内を行う。 

 （１）日時    令和元年１０月８日（火） 

 （２）内容    参加希望者に病院内を案内する。 

 （３）申込方法  参加希望者は令和元年１０月４日（金）午後５時までに電子メールで会社名、担

当者名、参加人数（１社あたり２名程度）を連絡すること。 

          なお、現地案内の時間・集合場所等は１０月７日（月）の正午頃までに希望者に

通知いたします。 

         ※当日は現地案内のみを行い、プロポーザルについての説明会は行いません。 

 

６ 企画提案書の提出 

  本事業への参加許可を受けた事業者は、企画提案書等の書類を提出期限までに提出すること。 

  なお、提出部数は代表社印を押印した下記①の提案書 1部、下記②の企画提案書（表紙）を表紙と

して③～⑦を綴ったもので代表者印押印のものを１部とその写しを１５部、⑧の見積書は代表者印押

印のものを１部とする。 
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 （１）提出書類 

分類 提案項目等 書式 

①提案書 

 

 様式第６号 

②企画提案書（表紙） 

 

 様式第７号 

③付属資料（表紙）  様式第８号 

※企画提案書の補足資料を添

付する場合のみ 

 

④要員計画 ●従事者配置計画 

●管理責任者・副管理責任者の氏名、居住

地、生年月日 

●管理責任者・副管理責任者の資格 

●管理責任者・副管理責任者の経歴 

●管理責任者・副管理責任者の賞罰 

●組織図 

●人材確保の考え方、取り組み 

●業務従事者の配属条件、求める資質の考

え方、取り組み 

様式第９号 

⑤業務体制 ●個人情報保護及び情報セキュリティの

考え方、取り組み、体制 

●教育研修の考え方、取り組み、内容、ス

ケジュール 

●従事者に対する業務指導及び監査の考

え方、取り組み、体制 

●病院職員との協力体制に関する考え方、

取り組み 

様式第 10号 

⑥業務内容 ●レセプト点検並びに返戻、査定の防止及

び削減並びに請求制度向上の考え方、取

り組み、体制及び査定率の目標値 

●患者サービス向上の考え方、取り組み、

体制 

●診療報酬改定に対する取り組み 

●病院経営改善に関する考え方 

様式第 11号 
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⑦見積書 

（企画提案書添付用） 

 

●委託料額（委託期間全体の委託料額なら

びに履行期間中の各年度毎の委託料額） 

●内訳 

様式第 12号 

⑧見積書 

（伊勢崎市様式） 

●委託期間全体の委託料額を税抜表示に

て記載する 

様式第 86号 

（第 143条関係） 

 （２）記入要領 

 ア 企画提案書の様式は、Ａ４版・縦型・横書き・両面印刷・左綴じで作成すること。 

なお、構成図等の場合にはＡ４版、横型、横書きも可とする。 

 イ 提出する企画提案書は、企画提案書の表紙（様式第７号）及び様式９号～１２号を用い１部

（正本）は、参加申込書で届け出た代表者印を押印すること。また、代表者印を押した表紙を

複写し、副本を２部を作成（うち１部は未成本）し、提出すること。 

 ウ 文字の大きさは１０．５～１２ポイントとし、書体は任意とする。 

 エ 提案内容はわかりやすい表現で簡潔な文書とすること。 

 オ 各号の様式については、項目、注釈に合わせた内容を記載し、独自の補足資料を提出する場

合は付属資料の表紙（様式第８号）に添付すること。 

（３）提案内容の留意事項 

  ア 提案内容は、業務遂行するにあたり実現可能であること。 

イ 提案する実績、資格及び経歴について、令和元年９月１日時点で満たすものを記し、契約予定、

取得予定等は認めない。 

ウ 提案内容を実現するための経費及び人的負担は、全て提案者が負担すること。 

（４）提出期限  令和元年１０月２９日（火）午後５時１５分まで 

（５）提出方法  提出書類全てを同時に事務局へ直接持参（郵送不可） 

 

７ 質疑応答 

  本要領及び仕様書についての質問は、参加申込書提出者に限るものとし、質問書を提出すること。

口頭による質問は受け付けない。 

 （１）質疑受付 

   質問書（様式第４号）を用いて、持参、郵送又は電子メールで提出すること。 

 （２）受付期限 令和元年１０月１８日（金）午後５時まで 

 （３）回答方法 

    回答は、すべての質問を取りまとめた上で、令和元年１０月２３日（水）までにすべての参加許

可事業者に電子メールで回答する。 

 

８ 選定方法等 

 （１）選定委員会における審査 

           企画提案書等の審査、評価及び選定は、「伊勢崎市民病院医事業務委託業者選定委員会」にて

行う。 

（２）選定方法 

  提出された提案書の評価観点の主なものは次のとおりとする。 
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分類 評価項目 評価内容 

要 

 

員 

 

計 

 

画 

従事者配置計画 

業務内容を理解し、適切で合理的、かつ効率的な

人数の従事者を組織的に配置する計画が策定され、

積算根拠が適切であること。 

管理責任者の資格、経験及び賞罰 
管理責任者としての資格及び経験が適格である

こと。 

人材確保の考え方、取り組み 
継続的、安定的な業務遂行が可能な人材確保の対

策が取られていること。 

業務従事者の配属条件、求める資質の

考え方、取り組み 

業務に適した経験やスキルを有する者を配置でき

ること。 

業 

 

務 

 

体 

 

制 

個人情報保護及び情報セキュリティ

の考え方、取り組み、体制 

情報セキュリティの重要性を理解し、セキュリテ

ィ確保のための実効性の高い取り組み、体制がとら

れること。 

教育研修の考え方、取り組み、内容、

スケジュール 

効果的な教育研修の計画が策定され、それにより

スキルアップと業務の質の向上が図られること。 

従事者に対する業務指導及び監査の

考え方、取り組み、体制 

定期的に指導及び監査が行われ、それにより適正

かつ確実な業務が確保される取り組み、体制が取ら

れると。 

病院職員との協力体制に関する考え

方、取り組み 

円滑な業務を実施するのに不可欠な病院職員と

の協力体制の構築に真摯に取り組めること。 

業 

 

務 

 

内 

 

容 

レセプト点検並びに返戻、査定の防止

及び削減並びに請求制度向上の考え方、

取り組み、体制及び査定率の目標値 

適正かつ効率的にレセプト点検するための工夫

が見られ、請求制度向上について、具体的な提案が

されること。 

患者サービス向上の考え方、取り組

み、体制 

患者本位のサービスの提供を行うための具体的

な取り組み、体制が取られること。 

診療報酬改定に対する取り組み 
診療報酬の改定に際し、改定前の準備に関する取

り組みや改定後のチェック体制がとられること。 

病院経営改善に関する考え方 
収益の増収策などについて、実効性、独創性のあ

る具体的な提案がされていること。 
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見 

積 

書 

委託料額 

委託期間全体の委託料額ならびに履行期間中の

各年度毎の委託料額が、業務内容に見合った適切な

見積もりとなっていること。 

 

（３）プレゼンテーション 

ア 提出した書類等に基づいてプレゼンテーションを行うこと。 

イ プレゼンテーションの日程及び場所については文書または電子メールで通知する。 

 （令和元年１１月中旬頃に伊勢崎市民病院内にて実施予定） 

ウ プレゼンテーションを行う順序は企画提案書の提出順と逆の順序にて行う。 

（一番早くに企画提案書を提出した事業者が、最後にプレゼンテーションを行う） 

エ プレゼンテーションにおいては、１事業者あたり２０分以内で企画提案書の説明を行い、 

 その後１０分以内の時間を設けて質疑応答を行うこととする。 

オ プレゼンテーションに使用する機器等については、スクリーン、プロジェクターは当院で 

 用意するが、説明用のパソコンは参加事業者が準備すること。 

カ プレゼンテーションの説明・質疑応答の内容については録音する。 

 

（４）業者の選定 

提出書類及びヒアリング結果等を総合的に評価し、最も優れた提案を行った者を委託候補者に選

定する。 

 （５）審査結果の通知 

審査結果は、決定次第速やかに提案者全員に文書で通知する。 

ただし、審査結果についての問い合わせには一切応じない。 

  

９ 契約方法等 

 （１）契約の締結 

８（４）で選定した事業者と随意契約により締結の交渉を行う。なお、契約締結の交渉の結果、

合意に至らなかったときは、次に点数が高い事業者と順次契約締結の交渉を行う。 

 （２）契約解除 

  本市は、契約締結後においても実施事業者に本事業における失格事項又は不正と認められる行

為が判明した場合、契約を解除できるものとする。 

 

１０ その他 

（１）企画提案書の作成、提出やプレゼンテーション等に要する一切の費用は、事業者が負担するも

のとする。 

（２）参加申込書を提出後に参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式第５号）を企画提案書提出期

限までに事務局に提出すること。辞退しても以後における不利益な取り扱いはしない。 

（３）企画提案者等の著作権は提出者に帰属する。ただし、事業者選定結果の公表等において事務局

が本事業に関し必要と認める用途については、企画提案書の全部又は一部を無償で使用できるもの

とする。 
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(４）企画提案書提出後においては、企画提案者に記載された内容の追加及び変更は認めない。 

ただし、事務局から疑義照会の結果、提案書の引き換え、変更又は取り消しを必要とした場

合はこの限りではない。 

（５）提出された参加表明書及び企画提案書等の提出書類は、一切返却しない。 

（６）提出された企画提案書等は、選考を行うのに必要な範囲内で複製することがある。 

（７）次に掲げる者の行った提案は無効とする。 

   ア 実施要領等に示した参加する資格が認められない者 

   イ 実施要領等に記載されている資格が認められない者 

   ウ 虚偽の内容を記載した者 

   エ 企画提案書等において、金額、氏名その他重要な文字・語句が誤脱したもの、又は不明確な

ものを提出した者 

   オ その他、審査や評価の公平性に影響を与える行為があったと認められる者 

（８）企画提案書に記載され、評価した項目については、原則として契約時の仕様書に反映するもの

とする。ただし、本事業の目的達成のため、必要な範囲において、選定された事業者との協議に

より、契約締結段階において項目を追加、変更、削除を行うことがある。したがって、選定され

た事業者の決定をもって、企画提案書に記載された全内容を承認するものではない。 

（９）評価に関する事務手続きは予定であり、状況により変更することがある。 

 

１１ スケジュール（募集から選定まで） 

内容           日程 

募集要領等の公表 令和元年１０月 １日 

現地案内（希望者のみ） 令和元年１０月 ８日 

参加申込書の提出期限 令和元年１０月１５日 

質問書の提出期限 令和元年１０月１８日 

質問書の回答 令和元年１０月２３日 

辞退届提出期限 令和元年１０月２９日 

提案書の提出期限 令和元年１０月２９日 

プレゼンテーションの実施 令和元年１１月中旬（予定） 

審査結果の通知 プレゼンテーション実施後、２週間以内の日 

 

１２ 問合せ先及び提出先（事務局） 

群馬県伊勢崎市連取本町１２－１ 

 伊勢崎市民病院 経営企画部 医療サービス課 医事係（本館１階） 

   電話番号 ０２７０－２５－５０２２（代表） 内線５１７９ 

   E-mail  iji＠hospital.isesaki.gunma.jp 

   FAX番号 ０２７０－２５－５０７２ 

 


