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利根保健医療圏地域医療ネットワークシステム更新業務プロポーザル説明書 

 

                    埼玉利根保健医療圏医療連携推進協議会 

                        会  長   大 橋 良 一 

 

１ 趣旨 

  この説明書は、利根保健医療圏地域医療ネットワークシステム更新業務の実施に伴い、 

 埼玉利根保健医療圏医療連携推進協議会（以下「協議会」という。）が委託する相手方 

 を選定するためのプロポーザルに関して、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務概要 

(１)業務名 

  利根保健医療圏地域医療ネットワークシステム更新業務 

(２)業務の範囲及び内容 

  本業務委託は、利根保健医療圏（行田市・加須市・羽生市・久喜市・蓮田市・幸手市・ 

 宮代町・白岡市・杉戸町）等における IT 技術を活用した地域医療ネットワークシステ

ムの更新を行う。 

 ※業務の詳細は、別添の「基本仕様書３．本業務委託の範囲及び内容」のとおりとする。 

(３)履行期間 

  契約の日から平成３０年３月３１日まで 

  ＜参考＞ 

  平成３０年３月から試用運転を開始し、平成３０年４月から運用開始を予定する。 

(４)システム更新費用および保守費用 

  更新費用は、３１１,８８２,０００円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とす

る。 

  なお、保守費用については、上限額は設定しないが、保守費用相当額を更新費用に含 

めないこと。 

 

３ 参加資格等 

(１)参加資格 

  ア 医療連携サービス（ID 連携（名寄せのしくみ）、医療 IT サービス提供、地域連 

携アプリ（連携パスなど））構築及び業務を請け負った実績のある者であること。 

   ※ID 連携（名寄せのしくみ）…社会保障カード実証事業など 

   ※医療 IT サービス提供…クラウド技術を活用した医療サービス事業など 

   ※地域連携アプリ…連携させるアプリを開発した事業など 

  イ 応募受付の締切日において、地方自治法施行令第１６７条の４（昭和２２年政令 

   第１６号）の規定に該当しない者であること。 

  ウ 応募受付の締切日において、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平 

成２１年４月１日施行）の規定に準じて、指名停止の措置を受けていない者である 

こと。 
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  エ 本業務について、充分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有すること、安 

   心安全なデータセンターを提供できること及び協議会の指示に柔軟に対応できる   

こと。 

  オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ 

   れている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の 

   申立てがなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、 民事再生 

   法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと等、経営状 

   態が著しく不健全である者でないこと。 

  カ 国税及び市区町村税を滞納していない者であること。 

  キ データセンターは、「プライバシーマークの認定」または「情報セキュリティマ 

ネジメントシステム(ＩＳＭＳ)の認定」を受けていること。 

  ク 過去３年間、情報漏洩等の情報セキュリティに係る事項について、判決による罰 

   金、和解金の支払いがないこと。 

  ケ 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 

   第１項第２号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。 

(２)参加に関する費用負担 

  参加に関して必要な費用は、全て参加者の負担とする。 

(３)複数提案の禁止 

  提出することができる提案書の数は、一参加者につき一とする。 

 

４ 説明書の交付 

(１)協議会事務局 

   〒347-0031 埼玉県加須市南町5-15 

         加須保健所内 

         埼玉利根保健医療圏医療連携推進協議会事務局  

         （とねっと事務局） 

         電話:0480－63－0003 

         E-mail：tonet@rhythm.ocn.ne.jp 

(２)交付期間及び交付方法 

  ア 交付期間 平成２９年６月２６日（月）から平成２９年７月４日（火）まで 

  イ 交付方法 協議会事務局・行田市・加須市・羽生市・久喜市・蓮田市・幸手市・ 

宮代町・白岡市・杉戸町・埼玉県の各ホームページからのダウンロー 

ドによる。 

 

５ プロポーザルの参加申請、一次審査に関する書類の提出方法、場所及び期限 

 参加を希望する者は、プロポーザル参加表明書（様式第１号。以下「参加表明書」とい 

う。）に次に定める書類を添えて提出すること。 

（１）提出方法 

   持参又は郵送（書留郵便に限る。）による。持参による場合は、埼玉利根保健医療 

圏医療連携推進協議会事務局職員の服務等に関する規程（平成２４年３月２７日
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施行。（以下「事務局職員の服務等規程」という。）第５条に規定する休日を除く

午前９時から午後５時までとする。郵送の場合、封筒に「プロポーザル参加表明

書在中」と朱書きすること。 

（２）提出場所 

   ４(1)に同じ。 

（３）提出期限 

   平成２９年７月７日（金）１７時（郵便必着） 

（４）提出物 

  ア 参加資格確認資料 

    添付書類 

   (ｱ)会社概要が分かる資料 

   (ｲ)財務諸表（直近のもの）   

   (ｳ)医療連携サービス構築業務実績については、実績を示す資料（報告書の概要等、 

コピー可）を添付すること。 

  イ 商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

    公益法人の場合は、定款又は寄附行為 

  ウ 納税証明書 

   ・市区町村税とし、完納した法人市民税納税証明書 

   ・国税の納税証明書 

 

（５）提出部数 

  ア 参加表明書 １部 

  イ （４）に掲げる提出物 ６部（正本１部、副本５部）  

  ウ （４）アに掲げる参加資格確認資料（添付書類を除く）の電子データ １部 

   ※提出物のサイズはA４判とする。 

   ※提出物は、ホチキス又はダブルクリップ等による綴じ込みとし、製本テープ等に 

    よる製本は行わないこととする。 

   ※電子データは、PDF等に変換しないこと。 

 

６ プロポーザルに関する質問の受付 

（１）受付期限 

   平成２９年７月４日（火） 

（２）受付先 

   ４(1)に同じ。 

（３）受付方法 

   質問書（様式第２号）を電子メールにて送付 

   ※質問書はPDF等に変換しないこと。（WORD形式とする） 

（４）質問の回答 

   質問に対する回答は、手続きに関することは随時、提案書に関することは、平成 

２９年７月７日（金）以降に「とねっと」ホームページ上に掲載する。 
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   http://sites.google.com/site/tonetsince2012/  

 

７ 一次審査（書類審査） 

（１）一次審査は事務局で行い、参加資格要件並びに業務実績及び経験等の確認審査を行  

  い、本事業の参加資格要件の確認を行う。 

  ア 参加者の基本的な参加資格要件審査 

    参加者から提出された参加資格確認資料等により、説明書３（１）に定める参加 

   者の基本的な参加資格要件について審査を行う。参加資格要件を備えていない場合 

   は失格とする。 

  イ 参加者の資格要件審査 

    参加者から提出された参加資格確認資料等により、説明書３（１）に定める参加 

   者の要件のうち、以下について審査を行う。要件を備えていない場合は失格とする。 

 

   (ｱ)業務請負実績 

    医療連携サービスの構築実績について、参加資格確認資料３「医療連携サービス 

構築業務実績」により審査を行う。 

   (ｲ)プロジェクト体制 

    プロジェクト体制については、次の基準を満たすこととし、参加資格確認資料４ 

   「プロジェクトチームとメンバー情報」により審査を行う。  

※PMP Project Management Professional 

※IT コーディネータ（経済産業省推進資格） 

 

   (ｳ)データセンタ 

    データセンタの精度については、参加資格確認資料５「データセンタチェック表」 

   に示す項目を審査基準とし、全て項目を満たすか審査を行う。 

 

（２）参加資格確認及び一次審査結果の通知 

   参加資格確認及び一次審査結果は、平成２９年７月１２日（水）以降に参加表明書 

  の提出者すべてに電子メールで通知する。当該通知を受けた者は、通知をした日の翌 

  日から起算して５日（事務局職員の服務等規程第５条に規定する休日を除く。）以内 

に、書面により説明を求めることができる。なお、説明の求めがあった場合は、説明 

項目 審査内容 審査基準 

人数 

ＰＭＰもしくは IT コーディネータ ２名以上配置すること。 

会議出席 

２名以上配置すること。 

※うち、必ず１名以上ＰＭＰ、IT コ

ーディネータを配置すること。 

経歴 医療連携サービスに携わった経歴 メンバー全員が経験を有すること。 

資格 
ＰＭＰ、IT コーディネータ、システ

ムアーキテクト、医療情報技師 

メンバーいずれかの構成員が左の資

格を有していること。 
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を求めることができる期限の翌日から起算して５日以内に書面により行う。 

 

８ 二次審査に関する書類（提案書）の作成 

（１）提案書の様式 

   提案書の様式はA４判とし、横書きを基本とする。様式は所定のもののほか、必要 

  に応じA４判の任意様式で作成することも差し支えないものとする。 

（２）提案内容 

   基本仕様書４－１のとおりとする。 

 

９ 二次審査に関する書類（提案書）の提出方法、場所及び期限 

（１）提出方法 

   持参又は郵送（書留郵便に限る。）による。持参による場合は、埼玉利根保健医療 

圏医療連携推進協議会事務局職員の服務等に関する規定第５条に規定する休日を

除く、午前９時から午後５時までとする。郵送の場合、封筒に「プロポーザル提

案書在中」と朱書きすること。 

（２）提出場所 

   ４(1)に同じ。 

（３）提出期限 

   平成２９年７月１４日（金）１７時（郵便必着） 

（４）提出物 

   提案書（様式第３号） 

   基本仕様書４．１で示す以下の書類 

   ・システム導入に関する提案書（様式第４号）※８（１）のとおり 

   ・提案書掲載ページ一覧（様式第５号） 

   ・要求回答書（様式第６号） 

   ・見積書（様式第７号） 

（５）提出部数 ※原本と電子データ両方提出してください。 

   原本 ３１部（正本１部、副本３０部） 

   ※提出物は、ホチキス又はダブルクリップ等による綴じ込みとし、製本テープ等に 

    よる製本は行わないこととする。 

   ※電子データ形式 

   ・システム導入に関する提案書（PDF形式） 

   ・提案書掲載ページ一覧、要求回答書、見積書（EXCEL形式） 

 

１０ 二次審査（提案書審査） 

   二次審査は、次のとおりとする。 

（１）二次審査は、審査会を設置し、次項（２）に掲げる評価項目について審査し、評価 

  点数の高い上位５社を選定する。ただし、参加表明者が６社以下の場合は、上位３社 

を選定する。 

（２）二次審査の評価項目、加点配分及び算定方法については以下のとおりとする。 
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評価項目 加点配分 算出方法 

提案書評価 ２５０ 

提案書評価記入表に示す各項目につい

て、審査会委員がそれぞれ5段階（A=1、

B=0.8、C=0.6、D＝0.4、E＝0.2）評価

し、以下のより算定する。 

 

加点配分×各委員5段階評価合計/委員

数 

要求仕様評価 ２５０ 加点配分×要求回答充足度 

運用費用評価 ３００ 加点配分×最低見積額/見積額 

見積評価 １５０ 加点配分×最低見積額/見積額 

 

（３）提案書評価の評価視点、評価要素及び評価項目については以下のとおりとする。 

項

番 
評価の視点 評価の要素 評価項目 

1 

提案内の基本方針

に対する評価 

基本方針の理解度 
(1)基本方針と目的の実現を支援す

る構想の記述 

2 
システムの特徴の適

正さ 

(1)ID 連携への対応 

(2)社会保障カードへの対応 

(3)施設間連携への対応 

(4)情報共有化への対応 

(5)患者満足度の向上への対応 

(6)医療の質の向上への対応 

(7)業務の効率化への対応 

(8)安全管理への対応 

(9)標準化への対応 

3 

ハードウェアおよ

びネットワーク要

求仕様に関する評

価 

機器の詳細仕様 
今回の調達で整備するハード機器仕

様及び構成等 

ネットワーク構成 ネットワーク構成と構築等 

4 

システム基盤のセ

キュリティに対す

る評価 

電子保存の三原則へ

の準拠 

(1)真正性の担保 

(2)見読性の担保 

(3)保存性の担保 

5 
各種ガイドラインな

どへの対応 

(1)標準規格への対応 

(2)ガイドラインへの対応 

6 

コストに関する評

価 

運用管理費用 (1)運用管理費用の抑制策 

7 維持費用 (1)維持費用の抑制策 

8 更新費用 (1)更新費用の抑制策 

9 その他 (1)コストに関するその他の抑制策 

10 

現場の視点からみ

た評価 

システムの使いやす

さ 
(1)画面操作性 

11 レスポンス 

(1)システムの各機能ごとのレスポ

ンス 

(2)レスポンス低下への対応策 
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12 
システム稼働維持

に対する評価 

想定する障害対策及

び回避策 

(1)障害対策及び回避策 

(2)障害発生から対応策決定までの

手順及び方法 

13 
システムの将来性

に対する評価 

システムの将来性の

担保 

(1)拡張性提案 

(2)担保費用の明確化 

14 

導入実施の方法案

に対する評価 

作業計画及び管理手

法 

(1)作業内容 

(2)成果品の品質管理手法 

(3)スケジュール進捗管理方式 

15 導入体制 
(1)導入体制 

(2)要員体制 

16 作業実施方法 (1)委託者との検討体制 

17 委託者との役割分担 (1)委託者との役割分担 

18 

研修に関する評価 

業務、運用マニュア

ル等の内容及び提供

方法 

(1)研修マニュアル概要 

(2)提供方法 

19 

職員に対する操作訓

練及び研修の内容と

実施方法 

(1)操作訓練及び研修の概要 

(2)実施方法及び実施時間配分 

(3)要員体制 

20 
保守体制に対する

評価 
保守体制 (1)情報システムノンストップ運用 

21 
運用体制に関する

評価 

運用体制と資格保持

者 
運用体制提案と導入支援体制案 

22 その他 
仕様書全般に関する

その他の提案 

仕様書にない独自の機能 

基金終了後の運用提案 

 

（４）要求仕様評価については以下のとおりとする。 

  ア 評価点の算出方法 

    要求回答充足度（要求仕様の「○」回答に対し、その仕様の重要度に応じて付加 

   する点数（◎＝３点、○＝２点、△＝１点）の合計値を満点で除したもの）に加算 

   配分（２５０）を乗じて算定する。 

  イ 失格条件 

    以下の(ｱ)～(ｳ)に該当した場合は、失格とする。 

   (ｱ)各システムの充足度の平均値が80％を下回った場合 

   (ｲ)各システムの充足度が70％を下回った場合 

   (ｳ)各システム毎の重みづけの充足度による判別で、◎で80％、○で60％を下回っ 

    た場合 

（５）二次審査の評点が最も高い順から５社を選定する。ただし、参加表明者が６社以 

下の場合は、上位３社を選定する。 

（６）二次審査結果は、平成２９年７月１８日（火）以降に二次審査参加者すべてに電子 

メールで通知する。当該通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（埼 

玉利根保健医療圏医療連携推進協議会事務局職員の服務等に関する規定第５条に規 

定する休日を除く。）以内に、書面により説明を求めることができる。なお、説明の 
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求めがあった場合は、説明を求めることができる期限の翌日から起算して５日以内に 

書面により行う。 

 

１１ プレゼンテーション 

   プレゼンテーションは、次のとおりとする。 

（１）プレゼンテーションは、審査会を設置し、プレゼンテーション評価票に掲げる評価 

  内容について評価する。 

（２）プレゼンテーションの加点配分及び算定方法 

評価項目 加点配分 算出方法 

プレゼンテーション評価 ５０ 

プレゼンテーション評価表に示す項目

について、各審査会委員が40点満点で

評価し、以下により算出する。 

加点配分×委員総得点/（40×委員数） 

（３）プレゼンテーションは、平成２９年７月２０日（木）１９時から、会場は、加須市 

役所（埼玉県加須市三俣２丁目1番地１）で予定している。 

（４）プレゼンテーションは１社ずつの呼び込み方式とし，１社の持ち時間は，基本的に 

  説明20分，質疑応答5分の計25分とする。なお、順番は、事務局でプロポーザル参加 

  表明書を受付した順とする。 

（５）プレゼンテーションの説明者は，補助者を含めて 3 名までとする。 

（６）プロジェクターなどの機器を用いて、プレゼンテーションを行う場合は、内容を事 

  前に事務局まで連絡すること。プレゼンテーションに必要な機器（プロジェクター、 

  スクリーンは除く。）は、参加者で用意すること。 

（７）プレゼンテーションの内容は、提出のあった提案内容に基づくものとし、資料の追 

  加配布は認めない。プレゼンテーションにおいては、提案書でイメージをつかむこと 

  が難しい点や特にアピールしたい点について説明を行うこと。 

 

１２ 総合評価及び業務実施事業者候補者の選定 

   プロポーザルの総合評価は、次のとおりとする。 

（１）プロポーザルの総合評価は、総合評価表に掲げる二次審査とプレゼンテーションの 

  評価項目の総得点（満点１０００点）により評価し、最高得点者を本業務の実施事業 

  者候補者として選定する。 

   なお、最高得点の者が複数となった場合は、審査会の合議により順位を決定し、本 

  業務の実施事業者候補者を選定する。 

（２）総合評価の結果は、平成２９年７月２１日（金）にプレゼンテーション参加者全員 

  へ電子メールで通知する。当該通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して 

  ５日（埼玉利根保健医療圏医療連携推進協議会事務局職員の服務等に関する規定第５ 

  条に規定する休日を除く。）以内に、書面により説明を求めることができる。なお、 

  説明の求めがあった場合は、説明を求めることができる期限の翌日から起算して５日 

  以内に書面により行う。 
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１３ 契約に関する基本的事項 

（１）契約の締結 

   当協議会は、最も優れた提案を行った者と仕様ならびに価格等協議のうえ契約の締

結を行う。ただし、その者が地方自治法施行令第 167 条の４の規定のいずれかに該当

することとなった場合、仕様（実稼働可能な機能の確認を含む。）ならびに価格等の

協議が調わない場合、事業の持続性が見込めないと判断された場合は、次点交渉権者

と協議のうえ契約を締結する場合がある。 

※ 契約締結日は、平成２９年８月１日（火）以降を予定。 

※ 総合評価の通知を受けた日から契約の締結までの間、開発仕様作成に従事する

者を常時１名以上（うち、PMP、ITコーディネータのいずれか１名）配置するこ

ととする。 

（２）契約書作成の要否 

   要する。 

（３）契約保証金 

   埼玉県財務規則（平成１６年埼玉県規則第５号）第８１条第１項の規定に準じて、 

契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付すること。ただし、同規則第８１ 

条第２項各号のいずれかに該当する場合は免除する。 

 

１４ 失格条項等 

   プロポーザルの参加者が次の事項のいずれかに該当した場合には、審査会において 

  審査の上、プロポーザルを無効とする。 

（１）提案書等の提出書類の提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合 

（２）提案書等の提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

（３）提案書等の提出書類に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合 

（４）提案書等の提出書類に虚偽の内容が記載されている場合 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当した場合 

（６）本説明書に定められた以外の手法により、審査会委員及び関係者にプロポーザルに 

  対する援助を直接的、間接的に求めた場合 

（７）提案書の提出期限以降において、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平 

  成２１年４月１日施行）の規定に準じて、指名停止の措置を受けた場合 

（８）本説明書に違反又は逸脱した場合 

（９）プレゼンテーションに正当な理由なしに参加しなかった場合 

 

１５ その他 

（１）提出された提案書等の提出書類は返却しない。 

（２）提案書の提出後、応募の辞退を行う場合は、任意の様式にて書面により申出ること 

  とし、応募辞退後は、いかなる理由があっても再応募は認めない。 

（３）協議会が提示する様式の著作権は協議会に帰属し、参加者の提出する提案書の著作 

  権はそれぞれの参加者に帰属する。 

   なお、本業務において公表する場合その他協議会が必要と認めるときは、協議会は 
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  提案書の全部又は一部を使用できるものとする。 

（４）応募書類について、埼玉県情報公開条例（平成１２年埼玉県条例第７７号）の規定

に準じて、その内容の全部若しくは一部を公開する場合がある。 

 

１６ スケジュール 

（１）説明書の交付 

   平成２９年６月２６日（月）から平成２９年７月４日（火）まで 

（２）プロポーザルに関する質問の受付 

   平成２９年７月４日（火）まで 

（３）質問の回答 

   ・手続きに関すること⇒随時 

   ・提案書に関すること⇒平成２９年７月７日（金）以降 

（４）プロポーザルの参加申請（一次審査書類を含む。） 

   平成２９年７月７日（金）１７時まで 

（５）参加資格確認及び一次審査結果通知 

   平成２９年７月１２日（水）以降 

（６）二次審査書類（提案書）の提出 

   平成２９年７月１４日（金）１７時まで 

（７）二次審査結果通知 

   平成２９年７月１８日（火）以降 

（８）プレゼンテーション及び総合評価の実施 

   平成２９年７月２０日（木）１９時 

（９）総合評価結果通知 

   平成２９年７月２１日（金） 

（１０）契約の締結 

   平成２９年８月１日（火）以降（予定） 

 

 


