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南相馬市立総合病院検体検査業務委託に関する公募型プロポーザル募集要領 
 
１ 業務の概要 

 （１）目的 

      検体検査については、診療報酬のマイナス改定や高齢化の進展や疾病構造の

変化、医療の高度化に伴い検査件数が増加することが予想される中、検査コス

トの抑制を図りながら良質な医療を提供することで患者へのサービス向上を図

ることを目的とする。 

 （２）業務内容 

    当院が実施している生化学検査、血液検査、免疫血清検査、細菌検査等を病院

内外で実施する。 

別紙「南相馬市立総合病院検体検査業務委託仕様書」による 

 （３）実施場所 

     福島県南相馬市原町区高見町二丁目５４番地の６ 

 （４）契約期間 

     令和３年４月１日から令和８年３月３１日（５年間） 

  

２ 受託者の選定 

   公募により提出された書類等を基に、南相馬市立総合病院検体検査業務委託に関 

する公募型プロポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）での審査により、受 

託候補者を選定する。 

 

３ 受注決定までの事務手順 

令和２年 11 月 5 日（木） プロポーザル募集要項の公告 

令和２年 11 月  5 日（木） 

令和２年 11 月 18 日（水） 

参加申込書の受付 

令和２年 11 月 24 日（火）まで 参加資格の有無の回答 

令和２年 11 月 27 日（金）午後 5時まで 質問書提出期限 

令和２年 12 月 2 日（水）まで 質問に対する回答 

令和２年 12 月 3 日（木） 

令和２年 12 月 16 日（水） 

業務提案書の受付 

令和２年 12 月 25 日（金）  プレゼンテーション 

令和３年 1 月 上旬      ＊予定 選定結果通知 

令和３年 １月 中旬   ＊予定 契約締結 

  ※参加事業者数によって変更になる可能性がある。 
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４ 参加資格要件 

  本プロポーザルに参加しようとする事業者は、次の要件を全て満たしていることを

条件とする。 

（１） 法人等を設立して３年以上経過しており、財務状況、損益状況及び資金状況が

良好であること。 

（２）他の病院において検体検査業務の実績があること。  

（３）令和元・２年度南相馬市競争入札参加資格者名簿に登録してある者。 

（４）（３）の名簿に登録されていない者については、入札参加資格審査申請 

   をし、参加申込書の受付期限までに受理を受けた者であること。 

（５）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。 

（６）公告日から契約締結日までの間に、有資格業者に対する指名停止に関する要綱

（平成２１年南相馬市告示第１４号）に基づく指名停止を受けている期間がな

いこと。 

（７）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。）。 

（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）市税、都道府県民税、法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税を完納してい

ること。 

（１０）ＩＳＯ１５１８９及びＩＳＯ９００１の認定を取得していること。 

 

５ 公募要項の入手方法及び場所 

  南相馬ホームページからのダウンロード、又は南相馬市立総合病院事務課用度係に

て配布する。 

 

６ 参加申込書等の提出 

本プロポーザルに参加を希望する者は、次にあげる書類を提出すること。提出の受

付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前９時から午後５時までとする。 

（１）提出期限及び提出方法  

  ① 提出場所  

〒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用度係 

② 提出方法 持参または郵送  

③ 提出期限 令和２年１１月１８日（水）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



3 
 

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 （様式第１号） 

  ① 参加申込書 （様式第１号）・ ・・・・・・１部 

   

 （以下の附属書類）・・・各１部 

① 商業登記簿謄本（写し可）  

・提出前３か月以内のもので、現状を反映しているものを提出すること。  

② 決算書類（写し可） 

・自己資本額、業務実績高等の確認に使用するので、必ず直近２年分の書類を提

出すること。  

・貸借対照表 

   ・損益計算書・利益処分（損失処理）計算書など経営実績がわかるもの。  

   ・会社設立の時期等により２年分に満たない場合には受付時に申し出ること。  

③ 税の完納等証明書（写し可） 

ア 国税  

・納税証明書：その３の３ 

イ 都道府県税  

・申請者（契約に関する権限を代理人に委任する場合は、受任者となる支店等）

の所在地の都道府県が発行する納税証明書  

   ウ 市町村税  

・申請者（契約に関する権限を代理人に委任する場合は、受任者となる支店等、

連絡先がある場合はその連絡先となる営業所等）の所在地が南相馬市内の場

合は、南相馬市が発行する市税完納等確認書  

・上記以外の場合、申請者（契約に関する権限を代理人に委任する場合は受任

者となる支店等）の所在地の市区町村が発行する納税証明書（東京都の場合

は都税事務所が発行する証明書） 

※証明書発効日は、提出前３か月以内のものを提出。  

 （３）参加資格の確認の結果は、令和２年１１月２４日（火）までに通知する。 

 （４）参加資格がないと認められた方が、参加資格がないと認めた理由について説明を

求めるときは、令和２年１１月２６日（木）までに書面（様式は自由とする。ただ

し、Ａ４判とする。）を「１５．提出先・問い合わせ先」に提出することにより、

市に対して説明を求めることができる。 

 （５）（４）の説明を求められたときは、令和２年１２月２日（水）までに説明を求め

た事業者に対して書面により回答する。 

 （６）参加受付後に「３．参加資格要件」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。 
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７ 提案書及び添付書類の提出 

  参加の申込みを行った事業者は、次にあげる書類を「５ 参加受付（１）①提出場

所」に持参又は郵送（書留郵便に限る）により提出すること。 

なお、提出の受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前９時から午後５時ま

でとする。 

（１）提出期限及び提出方法  

① 提出場所 「５ （１）①提出場所」 のとおり 

② 提出方法  持参または郵送  

③ 提出期限令和元年１２月１６日（水）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 参加事業者の業務概要（様式第２号） 

② 業務提案書及び業務提案書（詳細）（様式第３号） 

※様式第３号については、別添「検体検査業務プロポーザル評価基準」の評価項目

を念頭において提案書作成のこと。 

（３）提出部数  

上記書類（パンフレット等資料含む）を正本１部、副本８部（コピー可）提出。  

（４）その他  

① 提出された書類は返却しない。 

② 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。  

③ 提出期限後における、提案書等の差し替えは及び再提出は認めない。 

④ 提案書等に虚偽の記載をした場合は、参加申込及び提案等を無効とする。  

⑤ 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。 

⑥ 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。 

 

８ 質疑応答 

本募集要項及び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、質問応答書（様式４号）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（検体検査業務）」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２年１１月２７日（金）午後５時までとする。 
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※これ以後の質疑は受け付けない 

  

（５）回答方法  

ア 質問応答書受け取り後、令和２年１２月２日（水）までに回答する。 

イ 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  

ア 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。 

イ 他の参加事業者に関する質問については、一切応じない 

ウ 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 

 

９ プレゼンテーション 

提出された業務提案書類に記載されている提案内容について、プレゼンテーション

（デモンストレーション含む）及び質疑応答を行い、「４．（２）評価内容」に基づき提

案の評価をする。 

（１）日  時：令和２年１２月２５日（金） 

＊予定（日時場所は、決定次第通知する） 

（２）場  所：南相馬市立総合病院 

（３）事業者参加人数：３人以内 

（４）説明等時間：説明（デモンストレーション含む。）２０分以内、説明終了後に質

疑応答２０分程度。 

（５）失格事項 

  次のいずれかに該当する場合は、当該事業者を失格とする。  

  ア プレゼンテーションに遅れた場合 

  イ 審査の公平性を害する行為があった場合  

  ウ 審査委員又は関係者に本企画に対する助言を求めた場合  

 

10 事業者選定の方法等 

（１）事業者選定 

選定は、「公募型提案方式（プロポーザル方式）」とし、最も優秀な提案を採用す

る。 

評価の方法は、下記評価表に基づき、各事業者の業務提案書、プレゼンテーション

（デモンストレーションを含む）により評価し、より有益な提案をした事業者を最

優秀提案者とし、２番目の者を優秀提案者（次点）として選定する 

なお、提案された事業者が１事業者のみの場合も同様の方法を適用し選定を行

う。 
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（２） 審査基準 

番号 評価項目 評価要領 

1 会社概要 

導入実績 福島県内で同方式の業務実績は十分か 

精度管理 
日々の精度管理等検査データの品質保証

及び向上を図っているか 

2 
院内検査 

業務体制 

稼働体制 
導入までの具体的なスケジュール提案が

あるか 

問合せ、報告体制 
異常値発生時の報告や問合せ体制が構築

されているか 

3 

院内検査 

検査機器 

及び試薬 

供給体制 
機器及び試薬を安定的に供給するための

具体的な記載があるか 

トラブル対応 
故障時の対応や点検等の保守体制は適切

か 

検査システムと電子カ

ルテ、測定機器の接続

実績 

持ち込み検査システムと電子カルテ、測

定器の接続実績はあるか 

4 院外検査 

院外検査体制 
院外検査の流れが具体的に記載されてい

るか 

稼働体制 
導入までの具体的なスケジュール提案が

あるか 

5 業務支援 新たな提案 
検査業務へ実現可能で具体的な支援・提

案があるか 

6 
研修・教育

体制 
研修・教育体制 

業務の質を向上させるための教育、研修

がなされているか 

7 危機管理 災害時の対応 
災害時、継続した検査業務を行うための

体制が十分であるか 

8 見積価格 
院内検査 他提案事業者と比較して総額が抑えられ

ているか 院外検査 

    

（３）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。 

  ②参加の意思表明後については、参加の辞退は原則認めない。 

  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。 
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11．失格 

 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ります。 

 （１）参加資格要件を満たさない場合 

 （２）提案書の提案方法、提出先、提出期限に適合しない場合 

 （３）本要領で規定する提案書の作成様式及び記載上の留意事項として示された条件

に適合しない場合 

 （４）提出書類に虚偽の記載をした場合 

 （５）プレゼンテーションに出席しなかった場合（指定された時間に遅れた場合を含

む。） 

 （６）審査の公平性を害する行為があった場合 

 （７）前各号に掲げるもののほか本要領に違反すると認められる場合 

 

12．結果の公表 

 （１）市長は、審査委員会の報告に基づき、受注候補者を特定します。 

 （２）結果は、提案者全員に対し、令和３年１月（予定）に「公募型プロポーザ 

ル方式結果通知書」にて通知します。 

 （３）結果は、令和３年１月（予定）に南相馬市ホームページより公表します。 

 （４）結果等に対し、提案者の異議申立ては一切認めません。 

 

13．事前協議 

  受注候補者に決定した事業者は、南相馬市と提案書をもとに契約締結のための仕様

確認等の協議を行った上で、改めて見積書を提出していただきます。なお、見積額は、

原則として提案書の提案価格の範囲内とします。 

 

14．契約 

  上記 12 による協議に基づき、契約書を作成し、契約の締結を行います。 

 

15．提案書の取扱い 

（１）提案された書類等は全て、南相馬市に帰属することとし、非公開とします。 

 （２）南相馬市は、受注候補者の提案に含まれる特許権、意匠権、商標権等を無償で使

用できることとします。 

16．書類提出先及び問い合わせ先 

  〒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用度係 

電話：0244－26―8941 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
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17．その他 

 （１）手続において使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨とします。 

 （２）提案書の作成のために南相馬市が配布した資料は、南相馬市の了解なく公表、使

用することはできません。 

 （３）プロポーザルは最適な代行業者の特定を目的に実施するものであり、設計及び契

約内容については、必ずしも提案内容に沿って実施するものではありません。 

 （４）参加申込書の提出後に参加を辞退する場合は、「辞退届」（任意様式）を提出して

ください。 

 （５）提案書に虚偽の記載をした場合は、提案を無効とするとともに、虚偽の記載をし

た者に対して、入札参加資格者名簿に登載されていても指名を見合わせることが

あります。 

 （６）参加申込書の提出以降に指名停止となった場合は、以後のプロポーザルに関する

手続きの参加資格を失うものとします。 

 （７）提案者が本プロポーザルに要したすべての費用は当該提案者の負担とします。 

 （８）令和元・２年度南相馬市入札参加有資格者名簿に登録してない者の入札参加資格

審査申請の受付方法については、以下の内容を参考にしてください。 

  

18. 入札参加資格申請受付に関する事項 
（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」をご確認のうえ、申請書類を以下の（５）の

担当課まで郵送して下さい。 
「申請書」及び「申請の手引き」については、南相馬市ホームページに掲載して

います。 
（２）申請受付期間 

令和２年１１月５日（木）から令和２年１１月１８日（水）まで（土曜日、日曜

日及び祝日を除く） 
（３）申請に関する留意点 

申請の際は、「南相馬市立総合病院検体検査業務委託」に関する申請書提出であ

る旨を申し出ください。 
（４）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（電話：0244-24-5225、FAX：0244-24-5214）  


