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「南相馬市立総合病院 経営改善コンサルティング支援業務委託」 

公募型プロポーザル 募集要項 

 

１ 目的                                    

 当院では、震災以降続く赤字基調に加え、令和 2年度に入り、新型コロナウイルス

感染症（以下、「新型コロナ」という。）の感染拡大などにより患者数・収益ともに大

幅に減少していたことから、早急に手を打つべく、令和 3年 3月末に「南相馬市立総

合病院 経営改善の方針」（以下、「方針」という。）を策定しました。 

この方針をもとに令和 3 年度から職種の垣根を超えたワーキンググループを立ち

上げるなど改善の取組を進めていますが、令和 4年度以降、着実に成果を出すために、

医療並びに経営に関する専門的な知識及び実績を有する事業者に支援業務を委託す

るものです。 

 

２ 業務概要                                  

 本業務は、当院の経営健全化に向けて、方針の中で明らかにした課題を解決するた

めに、アクションプランの確実な遂行に対して支援を求めるものです。 

 また、本業務については着実な進捗管理とともに現場に入りこんだ実行支援を求め

ることから、10日／月以上は当院に在院することを基本とします。 

 

（１）業務の名称 

  南相馬市立総合病院 経営改善コンサルティング支援業務委託 

（２）業務の内容（詳細は仕様書（別紙１）を参照） 

  ① 部署ごと・診療科ごとの明確な収益目標の設定及び達成のための取組支援 

  ② 部署や職種の垣根を超えたワーキンググループの活動支援 

  ③ 病院運営に係る業務フロー等の見直し支援 

  ④ そのほか経営改善のために必要となる支援や調整 

（３）予定契約期間 

  契約締結日から令和 5年 3月 31日まで 

  ※令和 3年度中は準備期間として取り扱い、本格的な業務実施は令和 4年 4月 1 

日からとします。 

（４）委託契約上限額 

  総額２７，０００千円（消費税及び地方消費税を含む）程度とします。 

（５）その他 

  当案件については予算成立前（議決予定日：令和 3年 12月 16日）であることか

ら、予算が不成立となった場合には契約として成立しません。 
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３ 業者選定までの予定                             

 受託業者の選定までのスケジュールは、以下のとおり予定しています。 

項目 日程 

募集要項の公表 令和 3年 12月 01日（水） 

参加申込みの受付 
令和 3年 12月 01日（水）から 

令和 3年 12月 21日（火）午後 5時必着 

入札参加申請の受付 

※名簿未登録業者のみ 

参加申込みの受付期間に同じ 

※詳しくは「１２ 入札参加申請受付に関する事

項について」を参照のこと。 

参加資格の有無の回答期限 令和 3年 12月 24日（金） 

質問書の受付 
令和 3年 12月 01日（水）から 

令和 3年 12月 10日（金）午後 5時必着 

質問書への回答期限 令和 3年 12月 17日（金） 

企画提案書の受付 
令和 3年 12月 01日（水）から 

令和 4年 01月 17日（月）午後 5時必着 

ヒアリング及びプレゼンテー

ション審査の実施 

令和 4年 01月 26日（水） 

※実施時間については個別に連絡する 

候補者選定結果の通知 令和 4年 2月上旬 

契約締結 令和 4年 2月上旬 

 

４ 公募条件（プロポーザル参加資格要件）                    

 参加しようとする事業者は、次に掲げる要件を全て満たすことを条件とします。 

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

であること。 

（２）令和 3・4年度南相馬市入札参加有資格者名簿（以下「名簿」という。）に登録

してある者においては、南相馬市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）に定める指名停止要件に該当しない者であ

ること。 

（３）名簿に登録していない者においては、参加申込みの受付までに入札参加資格審

査申請の受付を行った者であること。 

（４）公告日以後に南相馬市有資格者に対する指名停止に関する要綱（平成 18 年告

示第 4号）に基づく指名停止又は指名回避を受けている期間がないこと。 

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

成 11年法律第 225号）に基づく再生手続き中の者でないこと。 

（６）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者であること。 

（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。 

（８）直近 5年間（平成 29年度から令和 3年度）において、200床以上の公立又は公

的病院の経営改善支援業務の受託実績を有していること。 
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５ 質疑の受付及び回答                            

（１）質疑の様式 

  募集要項に関する質問等は、「様式４ 質問書」を使用してください。 

（２）質疑先 

  「１３ 担当課（問い合わせ先）」に同じ。 

（３）質疑の方法 

  件名を「プロポーザル質問（経営改善コンサルティング）」とし、電子メールにて

お願いします。 

  また、電子メール送信後に電話により受信確認を必ず行ってください。 

（４）質疑の受付期間 

  令和 3年 12月 1日（水）から 12月 10日（金）の午前 9時から午後 5時まで 

  （土・日曜日、祝日を除く） 

（５）質疑への回答方法 

  令和 3年 12月 17日（金）までに電子メールにより回答します。 

（６）その他 

  ①審査委員の役職や氏名に関する質問には、一切応じません。 

  ②他の参加事業者に関する質問については、一切応じません。 

  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、一切応じません。 

 

６ 参加申込み                                 

 本プロポーザルに参加を希望するものは、以下に記載する書類を提出してください。 

（１）提出期限 

  令和 3年 12月 21日（火）午後 5時まで 

（２）提出方法 

  郵送（書留郵便に限る） 

  ※新型コロナウイルス感染症対策のため、持参ではなく郵送とすること。 

（３）提出先 

  「１３ 担当課（問い合わせ先）」に同じ。 

（４）提出書類（各１部提出） 

  ① 参加申込書（様式１） 

  ② 会社概要書（様式２） 

  ③ 業務実績一覧（様式３） 

  ④ 税の完納等証明書（写し可。ただし、提出日前 3か月以内発行のもの） 

  ⑤ 入札参加申請受理書（写し） 

（５）参加資格の有無 

  参加資格の確認結果は令和 3年 12月 24日（金）までに通知します。 

その際に参加資格がないと認められた事業者は、市に対して、参加資格がないと

認めた理由について、令和 3 年 12 月 27 日（月）までに書面（様式は自由とする。

ただしＡ４判とする）により説明を求めることができます。 
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市は、説明を求められた際には、令和 3年 12月 28日（火）までに、説明を求め

た者に対し、書面により回答します。 

なお、参加受付後に「４ 公募条件（プロポーザル参加資格要件）」の要件を欠く

事実が発覚した際には、当該事業者のプロポーザルへの参加を取り消します。 

 

７ 企画提案書の提出                              

（１）提出期限 

  令和 4年 1月 17日（月）午後 5時まで 

（２）提出方法 

  郵送（書留郵便に限る） 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、持参ではなく郵送とすること。 

（３）提出先 

  「１３ 担当課（問い合わせ先）」に同じ。 

（４）提出書類（正本 1部、副本（コピー）7部。副本はコピー可） 

  ①企画提案書（任意様式） 

   『南相馬市立総合病院経営改善の方針』（令和 3 年 3 月）に示すアクションプ

ランの実行について、以下のテーマに沿って提案を行ってください。 

ア）前提条件 

 ・仕様書記載の内容を十分に理解した提案とすること。 

   ・当院の医療の質を損なわない提案とすること。 

イ）提案内容（テーマ） 

   ・仕様書「５ 業務の内容」に記載された事項に関する具体的な提案事項につ

いて（任意様式） 

    ※なお、提案を実行した場合に得られる具体的な効果についても示すこと。 

   ・業務実施体制（仕様書「６ 実施体制」に留意し、配置予定人員や打ち合わ

せ回数等に関して想定される具体的内容等）について（任意様式） 

   ・そのほか仕様書記載の業務内容に関する提案事項等について（任意様式） 

  ウ）留意事項 

   ・表紙は「様式６ 企画提案書表紙」を用いること。 

   ・企画提案書は全てＡ４版とすること。 

   ・表紙を除く全ページに通し番号を付けること。 

   ・審査基準（別紙２）を意識して作成すること。 

  ②業務スケジュール（任意様式） 

   ・契約予定日（令和 4 年 2 月上旬頃）から業務終了（令和 5 年 3 月 31 日）ま

でのスケジュール概要を提示すること。 

   ・様式は任意とするが、Ａ４版で１枚程度とする。 

  ③見積書及び見積内訳書（任意様式） 

   ・見積書は各事業者の任意様式により、税込総額にて作成すること。 

   ・人件費や諸経費の別が分かる見積内訳書を必ず添付すること。なお、人件費

についてはランク別単価や工数が分かるように記載すること。 
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   ・仕様書「６ 実施体制」にも記載のとおり、10日／月以上の在院にかかる経

費（交通費や宿泊費等）も全て委託金額に織り込んだ形で見積もること。 

   ・見積書の宛名は「南相馬市長」とすること。 

   ・見積書には事業者名を記載し、押印すること。 

  ④提出書類の調製方法 

   提出書類を提出する際には、正本・副本ともにホッチキス等を使わず、クリッ

プやクリアファイル等を用いる（簡単にバラバラに出来る状態で提出する）こと。 

  ⑤その他 

   上記書類に補足する資料等がある場合には併せて提出してください。なお、必

要に応じて市が追加で書類の提出を求めることがありますのでご了承ください。 

 

８ 受託候補者の選定                              

（１）審査体制 

  当院が設置する「南相馬市立総合病院経営改善コンサルティング支援業務委託事

業者プロポーザル審査委員会（以下、「委員会」という。）」において審査を実施し、

本業務に最も適していると認められる参加事業者を受託候補者として選定します。 

（２）審査方法 

  企画提案書をもとに、プレゼンテーション（提案者による企画提案書の説明）及

びヒアリング（委員会からの質疑等）を実施します。 

  ただし、予想を上回る応募があった場合には、提出のあった企画提案書等により

事前の書類審査を行ったうえでプレゼンテーション審査対象事業者を選定します。 

  なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じて、プレゼンテーション等を

オンライン等で開催することも検討します。 

（３）プレゼンテーション実施概要 

  ①実施予定日 

令和 4年 1月 26日（水） 

※あくまでも予定であり、変更となる場合があります。 

  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 

・プレゼンテーション等の参加人数は一事業者あたり 3名までとする。 

・プレゼンテーションにおける説明は本業務の主担当として配置される予定の

者が行う。 

・一事業者あたりの持ち時間は 50分とし、説明時間は 30分、質疑応答は 20分

程度とする。 

・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。 

・プレゼンテーション等に使用する資料は事前に提出された書類のみとし、当

日配布は認めない。 

・当日のタイムスケジュールについては、対象事業者に対し、別途通知する。 
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（４）審査基準 

  企画提案に対して「別紙２ 審査基準」に基づいて審査を行う。 

（５）候補者の選定 

  最も合計点が高い事業者を候補者とするが、選定にあたっては、合計点の 6割以

上を獲得することを条件とする。 

  なお、提案者が 1社のみの場合においても同様の方法を適用し、選定する。 

  また、最高得点者が 2 社以上ある場合には、審査基準（別紙２）の項目のうち、

「実行支援」の点数が高い事業者を候補者とする。当該項目の点数も同点となり、

候補者が決しない場合は、同点事業者のみを対象として委員による投票を行い、得

票数が最も多い事業者を候補者とする。再投票の得票数も同点となり、候補者が決

しない場合には、委員長が候補者を決定することとする。 

（６）審査結果の通知 

  審査結果については、全提案者に対して書面により通知を行う。 

 

９ 失格事項                                  

  次のいずれかに該当した場合は失格とします。 

（１）「４ 公募条件（プロポーザル参加資格要件）」を満たさなくなった場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）提出書類が本要項で定める方法等に適合しない場合 

（４）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 

（５）前各号で定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合 

 

１０ 契約の締結等                               

（１）受注候補者に契約を締結することができない何らかの事由が発生した場合は、

プロポーザルにおいて次点以下となった参加者のうち、評価等が上位であった者

から順に当該事業についての交渉を行うことができるものとします。 

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

確認等の協議を行ったうえで、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額の範囲内を条件とします。 

（３）上記（２）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。 

 

１１ 留意事項                                 

（１）本提案に要する費用は、全て提案者の負担とします。 

（２）提出書類で用いる言語は日本語とし、通貨は日本円としてください。 

（３）書類提出後の提案書等の修正や変更は一切認めません。ただし、やむを得ない

理由により修正や変更が必要となった場合において、市が認めたものはこの限り

ではありません。 

（４）参加申込書の提出後に辞退する場合には「様式５ 参加辞退届」を提出してく

ださい。 

（５）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
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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

はなりません。 

（６）企画提案書について情報公開請求があった場合は、南相馬市情報公開条例（平

成 18年南相馬市条例第 22号）に基づき、提出書類等を公開することがあります。 

（７）市は提出された書類等について、必要に応じて無償で使用できるものとします。 

（８）提出された書類等は、如何なる理由によっても返却しません。 

（９）名簿に登録していない者の入札参加申請の受付方法については、下記「１３ 入

札参加申請受付に関する事項について」を参照してください。 

 

１２ 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」を確認のうえ、申請書類を「（５）申請の担当

課及び問合せ先」まで郵送してください。 

  「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

をお願いします。 

（２）申請受付期間 

  令和 3 年 12 月 1 日（水）から令和 3 年 12 月 21 日（火）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、「南相馬市立総合病院経営改善コンサルティング支援業務プロポ

ーザル」に関する申請書提出である旨を必ず明記してください。 

（５）申請の担当課及び問い合わせ先 

  〒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 

 

１３ 担当課（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経営管理課経営企画係 

電話：0244-23-2560 FAX：0244-22-8853 

メール：sogo-hp-keiei@city.minamisoma.lg.jp 

 


