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鹿児島市立病院物品調達代行等業務委託に係る企画提案競技（公募型プロポーザル方式）実施要領 

 

１ 目的 

この要領は、鹿児島市立病院における物品の調達・管理・搬送等の包括的な管理業務を委託し、経

費節減と物品管理の効率化を図ることができる受託者を企画提案競技（公募型プロポーザル方式）に

より選定するために必要な事項を定めたものである。 

※対象となる品目の詳細は、受託者との協議の上で決定します。 

 

２ 業務名 

  鹿児島市立病院物品調達代行等業務 

 

３ 業務内容 

  別紙「鹿児島市立病院物品調達代行等業務委託仕様書」（以下、「仕様書」）のとおり 

 

４ 業務場所 

  鹿児島市上荒田町３７番１号 

 

5 契約の概要 

（１）契約の種類 

 地方自治法第２３４条の３の規定に基づく長期継続契約を予定している。 

（２）委託期間 

契約４年４月 1 日から令和７年３月３１日まで 

ただし、選定結果の通知日から令和４月３月３１日までは準備期間とし、当該準備は受託者の責

任により行うものとする。また、当該準備に係る委託料は一切発生しないものとする。 

 

6  本市が支払う委託料 

委託料として本院が支払う金額は、予算の範囲で定める（申請の際に応募法人等の提案した委託料

（以下「申請時の提案額」という。）が、そのまま本市が支払う委託料になるものではありません。）。 

参考 令和２年度委託料額 ２０，９８８，０００円 

※  委託料の額は、申請時の提案額を上限とし、特段の事情がない限り、増額は認めません。 

 

7  参加資格要件 

告示第２４号（令和３年１０月８日）のとおり。 

 

8 申込要領 

(1) 提出書類 

①  企画提案競技参加申込書（様式第１号） 
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②  会社概要書（様式第２号）  

③  委任状兼使用印鑑届（様式第３号。印鑑証明書と同じ印鑑を使用する場合は不要） 

④  診療材料の一括調達業務（物品管理業務との一体型）受託実績（様式第４号） 

⑤  業務運営に関し法令上必要となる許可等を有することを示す書類（写し） 

（委託業務を行うために必要な許可等について参加表明時点で有していない場合は、委託契約

の締結までにそれを有する見込みであることを記した文書を提出してください。） 

⑥ 鹿児島市発行の「市税」納税証明書 

  鹿児島市に納税義務がない場合、本社所在地の市区町村（特別区にあっては都税事務所）発

行の「法人市（町・村）民税（特別区にあっては法人都民税）」納税証明書とする。 

⑦ 「消費税及び地方消費税」納税証明書 

  本社所在地管轄の税務署発行のもので、未納税額がないことを証明するもの（納税証明書そ

の３又はその３の３）とする。 

⑧  直近の営業年度の決算書（損益計算書、貸借対照表）の写し 

⑨  印鑑証明書（発行日から３か月以内のもの） 

(2) 注意事項 

①  「８」の(1)の書類をＡ４判ファイルに番号順に綴じ、表紙及び背表紙に会社名等を記入し、

提出すること。 

②  「８」の(1)の書類は、提出日現在の内容を記入し、押印の部分については、必ず実印を使

用することとし、証明書類は、証明年月日が提出日前３ヵ月以内のもので、それぞれ発行官公

署において定められた様式による原本で提出すること。 

③  資格要件を満たさない者、又は「８」の(1)の書類に不実記載等がある者等の申込書は受理

しない。 

(3) 提出期間 

告示日から令和３年１０月２２日（金）まで（土日を除く）の午前８時３０分から午後５時１５

分まで（正午から午後１時までの時間を除く） 

（郵送の場合の提出期限は令和３年１０月２２日（金）午後５時１５分までの必着とします。） 

(4) 提出方法 

直接持参又は郵送（書留郵便に限る。） 

(5) 提出場所 

〒８９０－８７６０  

鹿児島市上荒田町３７番１号 

   鹿児島市立病院事務局経営管理課 契約係（病院本棟２階） 

   電話    ０９９－２３０－７０１２ （直通） 

   ファックス ０９９－２３０－７０１５ 

    Ｅ-mail   hpkeiei-kei@city.kagoshima.lg.jp 
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９ 参加辞退 

企画提案競技参加申込書の提出後に以降の参加手続を辞退する場合は、辞退届（様式第８号）を、

「８」の(5)の提出場所に持参又は郵送すること。 

 

１０ 参加資格の有無の確認 

参加資格については、「８」の（1）の書類により審査し、その結果を書面にて個別に通知する。 

なお、通知は、令和３年１０月２７日（水）を目途に発送する。 

 

１１ 企画提案 

(1) 本業務の実施に当たり、業務を委託する事業者に要求する基本的水準は、別紙「鹿児島市立

病院物品調達代行等業務委託仕様書」に記載しているとおりであり、全て満たすことを前提と

する。 

(2) 参加資格審査に合格した応募者は、以下の評価項目に沿って「１２」の(1)の書類を作成する

こと。なお、応募多数の場合は、書類選考を行う場合がある。 

① 一次審査（書面審査） 

区分 項目 評点 

1 会社概要 ・受託実績 5点 

2 業務従事者の実績 ・業務従事者の業務経験 5点 

3 委託費用見積額 ・経費の妥当性 25点 

小 計 35点 

② 二次審査（プレゼンテーション審査） 

区分 項目 評点 

1 業務理念 

・市立病院の特性を踏まえ、業務の目的を達成するために必要

な内容であること。また、十分に効果が期待できるものである

こと。 

10点 

2 物品調達・管理、業

務実施体制 

・診療材料のマスタデータの整備・維持に関すること。 

60点 

・消化払いによる定数管理・定数決定方法・定数見直しに関す

ること。 

・適正な消費期限管理に関すること。 

・業務時間外、休日の対応に関すること。 

・手術室のピッキング業務に関すること。 

・各部署への誤配置防止等の対策に関すること。 

・物品搬送時の安全面の対策に関すること。 

・業務従事者の配置計画に関すること。 
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・災害及び大事故等の緊急時の対応に関すること。 

3 経営支援 

・メーカー間の競争性の確保及び公平性・公正性に関すること。 

50点 

・経費削減計画の報告に関すること。 

・保有する市場価格の情報及び全国網羅性に関すること及び共

同購入等のスケールメリットに関すること。 

・市場価格との比較分析、材料費削減、医療材料物流委員会へ

の支援に関すること。 

・同種同効品の精査・集約化、同等品等に関する提案、支援に

関すること。 

・継続的な削減活動に関すること。 

・物品の納入単価設定の考え方に関すること。 

・経営分析上必要な各種分析データの提供に関すること。 

4準備 ・具体的な準備内容に関すること。 10点 

5 自由提案 

・経費削減の取り組みによる効果の年間見込額や、今回の募集

業務以外で病院経営改善に貢献できる機能があれば提案するこ

と。 

35点 

小 計 165点 

 

１２ 企画提案書等の提出 

(1) 提出書類 

① 企画提案書（任意様式） 

② 委託料見積書（様式第６号）   

③ 見積金額についての積算根拠（任意様式） 

④ 業務従事者の実績（様式第７号）  

(2) 提出部数 

   正本１部、副本１２部 

  副本には、会社名（略称を含む。）、住所、社章等のわかる記載をしないこと。 

(3) 提出方法及び提出場所 

「８」の(4)と(5)に同じ。 

(4) 提出期間 

    「１０」の通知の日から令和３年１１月１８日（木）まで（土日を除く。）の午前８時３０分

から午後５時１５分まで（正午から午後１時までの時間を除く。） 

   （郵送の場合の提出期限は、令和３年１１月１８日（木）午後５時１５分までの必着とする。） 

(5) 留意事項 

① 「１２」の(1)の書類は、原則Ａ４判縦長、横書き、左側綴じ（両面印刷、片面印刷どち
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らでも可）とし、Ａ３判のものはＡ４判サイズ折りとすること。また、先頭のページに目次

を設け、各ページにページ数を記載すること。 

    ② 「１２」の(1)の書類に記載する基本文字サイズは、10.5～12 ポイントとし、書体は任意

とする。（文字を補完するためのイラスト、イメージ図、写真等の掲載は可） 

    ③ Ａ４判ファイルにページ順に綴じ、正本には、表紙及び背表紙に会社名等を記入すること。

なお、鉄線を用いた「リング綴り」にはしないこと。 

    ④ 提出された「１２」の(1)の書類に関する内容変更、差替え及び再提出については、提出

期間終了後は認めない。 

    ⑤ 提出された「１２」の(1)の書類は返却しない。 

 

１３ 委託業者の選定方法 

(1) 「１２」の(1)の書類及び提案者のプレゼンテーションを踏まえ、審査を実施する。 

  (2) 審査は、「１１」の(2)の評価項目に基づき、鹿児島市立病院内に設置された選定委員会が行う。 

  (3) 審査の得点が最高となった者を第一優先交渉権者として選定する。 

 

１４ プレゼンテーションの実施要領 

  (1) 開催時間、場所及び持ち時間等については、提案者に別途通知する。 

(2) プレゼンテーションの順番については、「１２」の(1)の書類の提出が遅い順とする。 

(3) プレゼンテーションに当たっては、提出された提案書等についての説明を中心とし、追加資料

等の提出は認めない。 

(4) 会社名のわかる説明はしないこと。 

(5) プロジェクターを使用し、プレゼンテーションを実施する場合、パソコン等の必要機材は提案

者が用意すること。なお、電源、プロジェクター及びスクリーンは鹿児島市立病院が準備する。 

 

１５ 選定結果の通知 

   選定結果は、書面にて個別に通知する。なお、選定結果に関する問合せ及び異議は一切受け付け

ない。 

 

１６ 契約に向けた協議 

第一優先交渉権者と業務委託に関する詳細協議を行う。協議が整わず、契約見込みがないときは、

次点の提案者と契約に向けて協議することがある。契約が整った者を受託予定者とする。 

 

１７ 質疑応答 

(1) 質問方法 

質問書（様式第５号）に記載し、電子メールで送信し、電話にて受信確認を行うこと。 

(2) 質問受付期限 
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① 質問提出期限（参加資格関連）  令和３年１０月１５日（金）午後５時１５分まで 

② 質問提出期限（企画提案書関連） 令和３年１１月 ４日（木）午後５時１５分まで 

(3) 質問先 

「８」の (5)に同じ。 

(4) 質問回答 

     ① 質問回答（参加資格関連）    令和３年１０月１９日（火）午後５時１５分まで 

     ② 質問回答（企画提案書関連）   令和３年１１月１１日（木）午後５時１５分まで 

※ 質問内容とその回答を随時ホームページに掲載する。ただし、企画提案競技に公平性を保てな

い内容の場合には、回答しないことがある。 

 

１８ 現地見学会 

   現地見学会の参加を希望する場合は、現地見学会参加申込書（様式第９号）を提出すること。 

  (1) 開催日（予定） 

    令和３年１１月１日（月） 

  (2) 提出方法 

    現地見学会参加申込書（様式第９号）に記載し、電子メールで送信し、電話にて受信確認を行

うこと。 

  (3) 提出期限 

    令和３年１０月２９日（金）午後５時１５分まで 

  (4) 提出場所 

「８」の (5)に同じ。 

(5) 現地見学会を開催する場合は、別途通知します。 

  (6) 参加申込が無い場合は、中止とする。 

  (7)現地見学会での質問は受け付けない。 

 

１９ 全体スケジュール 

内 容 日 時 

(1)  告示 令和３年１０月 ８日（金） 

(2)  本実施要領等の配付開始 令和３年１０月 ８日（金） 

(3)  質問提出期限（参加資格関連） 令和３年１０月１５日（金） 

(4)  質問回答（参加資格関連） 令和３年１０月１９日（火） 

(5)   参加申込書の提出期限 令和３年１０月２２日（金） 

(6)   参加決定通知 令和３年１０月２７日（水） 

(7)   現地見学会参加申込書提出期限 令和３年１０月２９日（金） 

(8)   現地見学会 令和３年１１月 １日（水）（予定） 
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(9)   質問提出期限（企画提案書関連） 令和３年１１月 ４日（木） 

(10)  質問回答（企画提案書関連） 令和３年１１月１１日（木） 

(11)  企画提案書等提出期限 令和３年１１月１８日（木） 

(12)  プレゼンテーション参加依頼 令和３年１２月 1日（水） 

(13)  企画提案競技（プレゼンテーション実施） 令和３年１２月２７日（月）（予定） 

(14)  選定結果通知 令和４年 1月 ７日（金）（予定） 

   注 日程は、状況に応じて変更することがある。 

    

２０ 失格条項等 

   応募者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

(1) 企画提案競技参加申込書を提出した以降契約締結までに、参加要件に定める要件の１つでも満

たさなくなった場合、又は満たしていないことが判明した場合 

(2) 「８」の(1)及び「１２」の(1)の書類（以下「提案書等」という。）の提出方法、提出先及び

提出期限に適合しなかった場合 

(3) 提案書等が不足する場合 

(4) 提案書等に虚偽の記載をした場合 

(5) 審査の公平性に影響を与える行為を行った場合 

 

２1 その他留意事項 

(1) 提案書等において使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法（平

成４年法律第５１号）によるものとする。 

   (2) 提案書等の作成及び提出、プレゼンテーションの実施など、企画提案競技への参加に関する一

切の費用は、応募者の負担とする。 

   (3) 同一の提案者が２つ以上の提案をすることはできない。なお、提出された提案書等は一切返却

しない。 

   (4) 提案書等は審査及び説明を目的として、この写しを作成し、使用することができるものとする。 

   (5) 提案書等は、公平性、透明性及び客観性を確保するため、会社名を伏せて公表することがある。

この場合において、提案書等の写しを作成し、使用することができるものとする。 

   (6) 鹿児島市立病院が提示する資料を、応募に係る検討及び企画提案書等の作成以外の目的で使用

することは禁止する。 

  (7) 令和２年度の診療材料等購入実績額（消費税及び地方消費税除く） 

   ①  特定保健医療材料     １，０９３，００７千円 

   ②  一般材料         １，２５１，６６４千円 

   ③  歯科材料               ８８８千円 


