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南相馬市立病院公営企業会計システム導入業務に係る公募型プロポーザル募集要項 
 
１．業務の概要  
 （１）業務名   

南相馬市立病院公営企業会計システム導入業務 
 （２）業務内容 
  現在導入している公営企業会計システムを更新することにより、さらなる事務

の効率化を図ることを目的とする。 

別添「南相馬市立病院公営企業会計システム導入業務委託 システム要件定義書」
を満たすシステムを提案すること。  

（３）契約期間 
    契約締結日から令和２年３月３１日までとする。 
 （４）提案上限額 
    １２，０００千円（消費税及び地方消費税を含む。） 
（５）担当部課  

〒975－0033 福島県南相馬市原町区高見町二丁目５４番地の６ 
南相馬市立総合病院事務部事務課総務係 
電話：0244－26－7541 FAX：0244－22－8853 

   電子メールアドレス：sogo-hp-jimu@city.minamisoma.lg.jp  
南相馬市立病院ホームページ http://m-soma-hsp.com 
（提出書類様式等をダウンロードできます。）  
 

２．プロポーザル方式の採用について 
当該システムについては、開発事業者により機能特性が大きく異なるため、価格のみ

ではなく機能評価及び価格評価を組み合わせた事業者選定の手法を採る必要がある。こ

のことから、市の要求水準を満たし、かつ優れた付加機能等を有するシステムを安価に

調達することが可能なプロポーザル方式を採用するものである。 

  なお、プロポーザルについては透明性の高い公募型を採用し、多岐に渡る提案の募集

に努めるものとする。 

 
３．スケジュール 
令和元年 10月 28日（月）まで 持ち回り入札契約審査・プロポーザル提案 
令和元年 10月 30日（水）予定 プロポーザル審査委員会・内容決定 
令和元年 11月 1日（金） プロポーザル募集要項の公告 
令和元年 11月 1日（金）午前 9時から 
令和元年 11月 15日（金）午後 5時まで 

応募書の受付 

mailto:sogo-hp-jimu@city.minamisoma.lg.jp
http://m-soma-hsp.com
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令和元年 11月 11日（火）午後 5時まで 質問書提出期限 
令和元年 11月 13日（木）まで 質問に対する回答 
令和元年 11月 1日（金）午前 9時から 
令和元年 11月 22日（金）午後 5時まで 

事業提案書の受付 

令和元年 11月 25日（月）予定 プロポーザル審査評価員会議・評価方法の確

認 
令和元年 11月 27日（水）予定 
令和元年 11月 28日（木）予備日 

プレゼンテーション 

令和元年 11月 29日（金）予定 プロポーザル審査委員会・最優秀事業者決定 
令和元年 12月上旬予定 入札契約審査委員会・契約業者提案 
令和元年 12月中旬予定 契約締結 
令和元年 12月中旬から 
令和 2年 3月 31日まで 

システム導入に向けての打ち合わせ・カスタ

マイズ等 
令和 2年 4月 1日から 公営企業会計システム稼働 

 
４．参加資格 
プロポーザル参加を希望する事業者は、次の要件を満たすものとする。 
（１）南相馬市における競争入札参加資格を有していること。 

※提案応募書提出の期限までに登録した企業も認める。「１４．入札参加申請受付

に関する事項について」を参照のこと。 

（２）過去３年間（平成28年度～30年度）において、同規模以上の自治体病院の公営企

業会計システムを導入または運用した実績があること。 

（３）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。 

（４）ＩＳＭＳまたはプライバシーマークを取得していること。  

（５）障害発生時等、速やかに保守対応が可能であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続中の者でないこと（南相馬市長が入札

参加資格を有すると認めた者を除く。）。 

（７）公告日以後に有資格業者に対する指名停止に関する要綱（平成１８年南相馬市告

示第４号）に基づく指名停止を受けている期間がないこと。 

（８）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

条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う団体ではないこ

と。 

（９）宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人でないこと。 

（10）国税及び地方税の滞納が無いこと。 
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５．参加受付について 
  本提案に参加するときは、次の（１）、（２）に揚げる内容で書類を提出しなければな

らない。 
 （１）提出期限及び提出方法  
   ① 提出場所 「１５．提出先・問い合わせ先」  

② 提出方法 持参または郵送  
③ 提出期限 令和元年１１月１５日（金）午後５時まで  
ただし、持参の場合は土日祝日を除く各日午前９時から午後５時まで（正午から

午後１時を除く。）とし、郵送の場合は提出期限までに必着とする。  
（２）提出書類  

   ① 公営企業会計システム導入業務提案応募書（要押印）：様式１  １部 

   ② 公営企業会計システム導入実績書：様式２           １部 

   ③ 会社概要（履歴書）：任意様式（Ａ４用紙１～２枚程度）    １部 

 （３）提出書類の審査後、参加資格を有すると認めた場合はプロポーザルの日程等につ

いての通知等を行う。 
 （４）参加受付後に「４．参加資格」の要件を欠く事実が発覚した時は、プロポーザル

への参加を取り消すものとする。 
 
６．事業提案書等の提出について 
  参加申込書類提出後、市が参加資格を有すると認めた場合は、各参加申込事業者に対

しプロポーザルの日程及び提案書等の提出に関する通知をすることとし、通知を受けた

事業者は期日までに次の（１）、（２）に揚げる内容で書類を提出しなければならない。 
 （１）提出期限及び提出方法  
   ① 提出場所 「１５．提出先・問い合わせ先」  

② 提出方法 持参または郵送  
③ 提出期限 令和元年１１月２２日（金）午後５時まで  
ただし、持参の場合は土日祝日を除く各日午前９時から午後５時まで（正午から

午後１時を除く。）とし、郵送の場合は提出期限までに必着とする。  
（２）提出書類  
① 提案書（任意様式）          １０部 

   ② 帳票サンプル             １０部 

   ③ 見積書（任意様式）           １部 

     ※ただし、見積内訳書は様式４により作成し添付すること。 

   ④ 導入スケジュール（任意様式）      １部 

   ⑤ システム要件確認書（様式５）      １部 
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７．提案書等の作成について 

  提案書等は次の項目に留意し作成すること。 

（１）提案書（任意様式） 

   ① 日本工業規格Ａ４用紙（表示は縦横不問）とし、左２点綴じで作成すること。 

   ② 表紙に事業者名を記載すること。 

   ③ 提案書は評価表に記載された項目及び順序に基づき評価が可能なよう工夫し記

載すること。 

（２）帳票サンプル 

    帳票については、一部を除き提案パッケージから出力される様式を採用する予定

であり、評価の対象となるため、様式３に指定する帳票のサンプル(任意の数値が記

載されているもの)を提出すること。なお、提出に際しては、指定する帳票サンプル

に様式３の表紙を付して、指定部数を提出すること。 

（３）見積書（任意様式）※見積内訳書は様式４により作成し添付すること。 

   ① 見積書は各事業者の任意様式により、導入費用を税込総額にて作成すること。 

 ② ①の内訳として様式４の見積内訳書を添付すること。 

 ③ 見積書の宛名は「南相馬市長」とすること。 

   ④ 見積書には事業者名を記載し押印すること。 

   ⑤ 見積内訳書に項目が無く、かつ業務上不可欠な費用がある場合は項目を追加し提

示すること。 

（４）導入スケジュール 

    契約予定日（令和元年１２月中旬）から稼動予定日（令和２年４月１日）までのス

ケジュールの概要を提示すること。（Ａ４用紙１枚程度） 

（５）システム要件確認書（様式５） 

 ①定義書に示す機能要件等を満たすシステムであることを確認するため、システム

要件確認書（様式５）を提出すること。なお、定義書にある要件に不明な点がある場

合は、必ず市に確認すること。 

   ② 様式５は表紙のみとし、内訳については「別紙 システム機能要件」の「対応可

否」欄にＡ～Ｄの記号を記載し、必要に応じ備考欄に説明を付し提出すること。 

 

８．提案書等の取り扱い等について 

提出書等の取り扱いについては次のとおりとする。 

（１）提案書等の取り扱い 

① 提案書等は原則返却しない。 

② 提案書に記載された事項は、契約時の仕様書の一部として取り扱うものとする。

ただし、修正すべき事項がある場合は市と受託者との協議により、項目の追加、変

更又は削除を行うことがある。 
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③ 審査の過程で必要に応じ複製する場合がある。 

④ 提出期限以降の書類提出、再提出、差し替え等は原則認めない。 

⑤ 提案書等に含まれる著作物の著作権は参加事業者に帰属する。 

⑥ 提出された提案書等は、提出者に無断で提案の採否決定以外の目的に使用しない。  
⑦ 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る。 
⑧ 提出された提案書類等は、南相馬市情報公開条例（平成１８年南相馬市条例第２
２号）の対象行政情報となるため、公開される可能性がある。 

（２）提案書等の無効について 

次のいずれかに該当する場合は、提出された提案書等を無効とする。 

① 提出期限、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書

類の提出があった場合。 

② 提出書類に虚偽の記載があった場合。 

③ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合。 

 

９．質疑応答について  
 本実施要領及び南相馬市立病院公営企業会計システム導入業務仕様書に関する質疑応答

は、次のとおりとする。 
 （１）様式 
    様式は、質問書（様式６）を使用のこと。 
 （２）照会先 
   「１５．提出先・問い合わせ先」のとおり。 
 （３）照会方法  
    照会先あてに、件名に「プロポーザル質問（会計システム）」と入力し、電子メー

ルで提出後、電話で連絡の上、電子メールの到達を確認すること。 
 （４）照会期限 
   令和元１１月１１日（月）午後５時までとする。 
   ※これ以後の質疑は受け付けない。  
 （５）回答方法  
   ① 質問書受け取り後、令和元年１１月１３日（水）までに質問事業者及び応募事業

者に対し電子メールにより回答する。また、回答後に応募のあった事業者に対し

ては応募後にメールにより回答する。（回答書は様式７による。） 
   ② 質問に対する回答は、本要領及びその他配布された提供資料の追加又は修正とみ

なす。 
 （６）その他  
   ① 審査委員の役職・氏名に関する質問については、一切応じない。 
   ② 他の参加事業者に関する質問については、一切応じない。  
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   ③ 審査の経過及びその内容に関しての問い合わせ、審査結果に対する異議申し立て
には、一切応じない。 

 
１０．プレゼンテーション 

提案書記載内容等について評価、審査をするため、次のとおりプレゼンテーション及

びデモンストレーションを実施する予定である。なお、詳細については別途、全参加応

募事業者へ通知するものとする。 

（１）実施予定日 １日目 令和元年１１月２７日（水） 

２日目 令和元年１１月２８日（木）※予備日 

（２）実施場所 南相馬市立総合病院（南相馬市原町区高見町二丁目５４番地の６） 

（３）実施概要 

① プレゼンテーション等参加人数は一事業者あたり３名までとする。 

② 説明時間は質疑応答を含め一事業者あたり６０分～９０分を予定している。 

※参加事業者数により決定し、各事業者に通知するものとする。 

③ プレゼンテーション等に必要なプロジェクター及びスクリーンは市が準備するも

のとするが、パソコン及びその他必要とする機材は提案者が準備すること。 

④ その他 提案書の作成・提出及びプロポーザル参加等に係る一切の経費は、提案者

の負担とする。 

 
１１．審査方法等 
（１）審査方法  
審査方法は、「南相馬市立病院公営企業会計システム導入業務プロポーザル審査委員

会（以下「審査委員会」という。）」が受理した各事業者の提案書、納入実績、見積額、

システム要件確認書、プレゼンテーション及びデモンストレーションの総合評価によ

り審査を行う。  
（２）評価内容 
評価内容は、別紙のとおりとする。  

（３）審査委員会は、審査の結果、合計点数の最も高い指名事業者を最優秀提案者とし、

２番目の者を優秀提案者（次点）とする。  
 
１２．契約の締結等 
 （１）最優秀提案者と業務仕様及び契約内容の協議を経て、随意契約により契約を締結

する。なお、最優秀提案者との協議において、両者が合意に至らなかった場合には、

優秀提案者（次点）との協議を行う。 
 （２）特別な理由により最優秀提案者と契約締結ができない場合は、次点の者に契約交

渉をする。なお、契約を辞退したことにより、以後の選定、競争入札について不利



7 
 

益な取り扱いを受けるものではない。 
 
１３．その他特記事項 
 （１）本提案に係る諸経費等は、参加事業者の負担とする。  
 （２）参加辞退は自由であり、辞退しても以後における不利益な扱いはしない。  
 （３）本企画提案への参加及び不参加を問わず、本業務において知り得た情報（周知の

情報を除く）は本業務の目的以外に使用し又は第三者に開示若しくは漏洩してはな

らない。 
 （４）平成３１・３２年度南相馬市入札参加者名簿に登録していない者の入札参加資格

審査申請の受付方法については、１４．入札参加申請受付に関する事項についての

内容を参考のこと。 
 
１４．入札参加申請受付に関する事項について 
 （１）申請に必要な書類及び申請方法 
    申請においては、「申請の手引き」を確認の上、申請書類を「（５）申請の担当課

及び問合せ先」まで持参のこと（郵送不可）。 
    「申請書」及び「申請の手引き」については、市ホームページよりダウンロード

のこと。 
 （２）申請受付期間 
    令和元年１１月１日（金）から令和元年１１月１５日（金）まで（土曜日、日曜

日及び祝日を除く） 
 （３）申請受付時間 
    午前９時から午後５時まで（正午から午後１時を除く） 
 （４）申請に関する留意点 
    申請の際には、「南相馬市立病院公営企業会計システム導入業務プロポーザル」に

関する申請書提出である旨を申し出ること。 
 （５）申請の担当課及び問合せ先 
    〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目２７番地 
    南相馬市総務部財政課契約係（南相馬市役所本庁舎３階） 
    電話：0244-24-5225 FAX：0244-24-5214 
 
１５．提出先・問い合わせ先 
  〒975－0033 福島県南相馬市原町区高見町二丁目５４番地の６ 
南相馬市立総合病院事務部事務課総務係 
電話：0244－26－7541 FAX：0244－22－8853 

  電子メールアドレス：sogo-hp-jimu@city.minamisoma.lg.jp  

mailto:sogo-hp-jimu@city.minamisoma.lg.jp

