
周防大島町病院事業局介護システム構築業務に係る 

公募型プロポーザル実施要項 

 

１．趣旨 

    周防大島町病院事業局では、平成 26年に周防大島町病院事業局介護システムを導入し、システム運

用を行ってきたが、当該システムが導入後７年を経過し、システム全体が老朽化したことにより、介

護システムを更新することとする。 

  ついては、本システムを導入するに当たり、信頼性が高く効率的な運用が可能なシステムを適切な

価格で提供でき、確実に稼働するシステムの構築が期待できる業者を選定するため、条件付き公募型

プロポーザル方式により決定するものとする。 

 

２．提案を公募する委託業務の概要 

（１）業務名 

周防大島町病院事業局介護システム構築業務 

（２）業務内容 

    周防大島町病院事業局が必要とする介護システムについて、システムの構築（ホスティングま

たはハウジング）、適切なパッケージソフトウェア(必要なカスタマイズを含む。)の導入設定、

稼働に必要な機器の納入及び設置並びに通信設備の設計及び施工、操作等運用マニュアルの作

成、既存データの全データ完全移行の本格運用までの技術支援を行う。 

（３）仕様 

別紙 1「周防大島町病院事業局介護システム基本仕様書」による。 

（４）システム構築期間 

契約の日から令和３年６月 30日まで 

（５）システム契約期間 

令和３年７月１日～令和８年６月 30日まで 

（６）担当課 

書類の配布、提出及び質問の受付等は次のとおりとする。 

・名称：周防大島町病院事業局事務局総務部財政課 

・住所：〒742-2106 

山口県大島郡周防大島町大字小松 1388番地 6 

・電話：0820-74-2332 

・電子メール：zaisei@suo-kouei.com 

・受付等時間：土曜日、日曜日を除く日の午前９時から午後５時まで 

    ・担当 財政課 川野宏之 

 

３．参加資格要件 

 （１）本プロポーザルに参加できる者は次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

   ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定のいずれも該当していない

こと。 

イ プライバシーマークまたは ISMSのいずれかを取得していること。 

      ウ 周防大島町に対し、市税を滞納していないこと。 

      エ 国税(法人税、消費税及び地方消費税)を滞納していないこと。 

      オ 申請時において、その者の営業年数が５年以上であること。 

カ 令和３年４月１日現在において、業務委託に係る周防大島町病院事業局入札参加有資格者の



大分類「5.ＩＴ」小分類「4.パソコンのシステム設計・開発」及び「6.パソコンのソフト保守・

維持・運用管理」に登録している事業者であること。 

   キ データセンターにサーバを設置して運用する介護システムの導入実績を有する者であること。

また、データセンターが山口県内にあること。 

      ク 介護システムの保守サービス拠点が山口県内にあること。 

   ケ 公告の日から契約の日までの間に、周防大島町病院事業局物品売買等及び業務委託契約に係

る指名停止等措置要領に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。 

 

４．提示書類 

   プロポーザルの実施にあたり、以下の書類を提示する。 

ア プロポーザル実施要項（本書） 

イ 基本仕様書（別紙１） 

ウ 提案書類等作成要領(別紙２) 

エ プロポーザル参加申請書(様式１） 

オ 会社概要書（様式２） 

カ 企画提案への応募について(様式３） 

キ 業務担当予定者の略歴等(様式４) 

ク 初期費用見積書(様式５・１) 

ケ ホスティングまたはハウジング費用見積書（様式５・２） 

コ データセンター要件書（様式６） 

サ 質問票（様式７） 

シ 辞退届（様式８） 

 

５．プロポーザル関連スケジュール 

      プロポーザル関連のスケジュールは以下のとおり。 

① 公告期間           ：令和３年 ４月２日午前９時～ 

                       ４月８日午後５時 

② 質問票提出期限        ：令和３年 ４月 12日 

③ 質問票に対する回答期限    ：令和３年 ４月 13日 

④ 参加申請書等の提出期限    ：令和３年 ４月 15日 

⑤ 参加資格要件の確認結果通知期限：令和３年 ４月 16日 

⑥ 提案書類の提出期限      ：令和３年 ４月 20日 

⑦ 本審の実施          ：令和３年 ４月 23日 

⑧ 審査結果の通知期限      ：令和３年 ４月 30日 

 

６．質問事項の受付及び回答 

      質問がある場合は、質問票(様式７)により提出すること。 

 （１）受付期間 

    令和３年４月 12日午後５時まで(必着)  

  （２）受付場所 

        「２ 提案を公募する委託業務の概要(６)」 

  （３）提出方法 

        電子メールにより、質問票を Word形式のファイルで提出すること。 

        なお、送信時には必ず到達確認の連絡を行うこと。 



  （４）回答について 

        質問に対する回答は、令和３年４月 13日までに質問者全員に対し、質問票に記載された連絡先

メールアドレス宛てに電子メールにより回答とする。なお、回答を受信した際は、受信した旨

を記し、送信元メールアドレスへ返信すること。 

 

７．参加手続等 

      本プロポーザルに参加する者は、書類を以下により提出すること。 

 （１）提出書類 

別紙２「提案書類等作成要領（１参加手続きに係る書類について）」及び各様式に従うこと。 

  （２）提出書類受付期間 

        令和３年４月 15日 午後５時まで(必着） 

 （３）提出部数 

        １部 

  （４）提出場所 

        「２ 提案を公募する委託業務の概要(６)」 

 （５）提出方法 

郵便(書留）又は持参により提出するものとする。 

（６）参加資格要件の確認 

        「（２）提出書類受付期間」内に参加申請書の提出のあった者に対しては、「３．参加資格要件」

を全て満たしているか否かを確認した後、参加資格の有無について、令和３年４月 16日までに確

認結果を通知する。参加資格の有無については、参加申請書に記載された連絡先メールアドレス

宛に電子メールにより通知する。 

       

８．企画提案に係る書類の提出 

      本プロポーザルに参加する者は、企画提案に係る書類を以下により提出すること。 

 （１）提出書類 

別紙２「提案書類等作成要領（２企画提案に係る書類について）」及び各様式に従うこと。 

  （２）提出書類受付期間 

        参加資格要件の確認結果通知後から令和３年４月 20日午後５時まで（必着） 

  （３）提出部数 

        正本１部、コピー５部 

        なお、１部毎にＡ４版２穴サイズのファイルに綴じて提出すること。また、提出書類全てをＰ

ＤＦ方式により記録したＣＤ－Ｒを１部提出すること。 

 （４）提出場所 

「２ 提案を公募する委託業務の概要（６）」 

 （５）提出方法 

郵送（書留）又は持参により提出するものとする。 

  （６）本プロポーザルにかかり提出された書類の取扱い 

 ア 提出された書類は、返却しない。 

 イ 周防大島町病院事業局が認めた場合を除き、提出期限後における企画提案等書類の提出、

再提出及び差替えは認めない。 

  ウ 提出された書類は、選定を行う作業等に必要な範囲において複製する。 

 エ 提出された書類は、本業務の受託候補者の選定以外の目的には使用しない。 

 オ 提案内容に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権



利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、原則として提案者が負う。 

 カ 提出された書類は周防大島町病院事業局情報公開条例（平成 17年条例第 16号）に基づ

く情報公開請求の対象とする。ただし、同条例第６条各号に掲げる事項については非公開

とする。 

 

９．最優秀提案者等の選定方法 

      提案書類の提出後、内容に関するプレゼンテーションを実施し、書類全般にわたって審査を行う。 

（１）審査 

本提案の審査は、周防大島町病院事業局介護システム選定委員会（以下「選定委員会」という。）

において実施する。 

（２）審査方法 

審査にあたっては、別紙評価基準に基づき、提案内容を評価し、得点が最も高い者を最優秀提案

者とする。 

（３）審査項目 

        次の項目により審査する。 

    ア 操作性・機能性 

    イ 業務実施体制 

    ウ 信頼性・セキュリティ・サービス提供内容 

    エ 将来の拡張性 

  （４）審査実施予定 

        令和３年４月 23日 

        なお、実施時間及び場所等は、参加申請書に記載された連絡先メールアドレス宛てに電子メー

ルにより通知する。 

 （５）審査実施方法 

        審査当日は、企画提案書に係るデモンストレーションを含むプレゼンテーション及び質疑応答

を実施することとし、次のことに留意すること。 

         ア １社当たりのデモンストレーションの時間は 30 分以内とする（質疑応答時間 10 分程度

を含む。）。 

          イ プレゼンテーション及び質疑応答は、提案書類が「２．提案を公募する委託業務の概要

（６）」に到着した順序で実施する。 

          ウ 出席者については、１社当たり５人を限度とする。 

          エ 説明に使用するプロジェクター及びスクリーンは周防大島町病院事業局が準備する。そ

の他機器(パソコン等)が必要な場合は、提案者が準備すること。 

          オ プレゼンテーションには、様式４に記載された者を出席させること。 

 （６）審査結果 

        全ての参加業者に対し、業者名を伏せた上で、令和３年４月 30日までに書面にて通知する。な

お、審査結果に対する問い合わせ、意義等には一切応じない。 

 

１０．契約に関する事項 

（１）受託候補者の決定等 

周防大島町病院事業局は、「９．最優秀提案者等の選定方法」により選定した最優秀提案者を受

託候補者とし、委託仕様について詳細な協議打合せを実施して、再度見積書（詳細な内訳書を添

付すること。）を徴し、契約を締結する。 

なお、委託業務の実施に際して、提案内容をそのまま実施することを約束するものではない。



選定後に、受託候補者と周防大島町病院事業局は、提案の内容をもとに、業務の履行に必要な

具体的な履行条件などの協議と調整(以下「交渉」という。)を行う。この交渉が整ったときに

は、随意契約の手続きに進み、交渉が調わない場合は、選定委員会の審査において次点となっ

た提案者を受託候補者とする。 

 

（２）受託候補者の参加資格喪失時等の取扱い 

受託候補者を特定した後、当該事業者が「３．参加資格要件」を満たさなくなった場合もしく

は満たさないことが判明した場合、及び辞退した場合（ただし、辞退する場合は、「１１．その他

留意事項（４）」に留意のこと。）は、審査において次点となった提案者を受託候補者とする。 

  （３）締結する契約 

     周防大島町病院事業局と本業務の受託者は、介護ステム構築業務に係る契約を締結するものと

する。なお、契約期間は「２.提案を公募する委託業務の概要（５）」のとおり 

 （４）契約保証金 

     契約保証金の納付は免除する。 

 （５）その他の事項 

         契約書は２通を作成し、周防大島町病院事業局及び受託者の双方記名押印の上、各自１通を保

有する。なお、契約書の作成に要する経費は、すべて受託者の負担とする。  

 

１１．その他の留意事項 

  （１）提案に関する費用は、全て参加者の負担とする。 

  （２）書類の作成において、周防大島町病院事業局から知り得た情報は、第三者に漏らしてはなら

ない。また、提案書類等の作成以外に使用してはならない。 

         なお、本要領による手続きが完了した後も同様とする。 

    （３）以下の条件の一つに該当する場合は、失格とする。 

          ア 本要領の規定に違反した者 

          イ 虚偽の内容を記載した者。 

          ウ 提案上限を超えて提案した者。 

          エ 選定委員に対し、周防大島町病院事業局の許可なく本審査以外の場で個別に提案内容に

関する説明を行った者。 

          オ その他、選定委員が不適格と認めた者。 

  （４）辞退 

         受託候補者は「１０.契約に関する事項（１）」の定めにより再度見積書を提出した後、周防

大島町病院事業局が契約の相手方として決定し通知するまでの間は、辞退届（様式８）を提出す

ることにより、参加を辞退できるものとする。 

 


