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近江八幡市立総合医療センター 



１．目的 

  近江八幡市立総合医療センター（以後「医療センター」という。）において ISO 15189 認定を取得

するとともに、国際標準検査管理加算の算定が可能となる体制を構築するため、ISO 15189 認定取得

業務委託支援事業者（以下「業務委託支援事業者」という。）を公募することを目的とする。 

 

２．医療センターの概要 

 （１）施 設 名     近江八幡市立総合医療センター 

 （２）所   在     近江八幡市土田町１３７９番地 

（３）施設の構造     鉄筋コンクリート造 かわらぶき ５階建 

              延床面積：３１，７１８．８３㎡ 

 （４）病 床 数     ４０７床（一般４０３床、感染４床） 

 （５）職 員 数     ８５２人［平成 31年 4月 1日現在］ 

＊病院職員（正規・嘱託・臨時）のみ 

（６）平均患者数［平成 29年度実績］ 外来患者数：１日あたり ８９９人 

                    入院患者数：１日あたり ３７５人 

 

３．事業設定価格 

  本プロポーザルの事業の予定価格は、４，０７０，０００円（消費税相当額を含む）とする。 

 

４．選定スケジュール（予定） 

 （１）令和元年 ６月１０日（月）：公告 

 （２）令和元年 ６月１８日（火）：質問書提出期限 

 （３）令和元年 ６月２０日（木）：質問回答 

 （４）令和元年 ６月２１日（金）：競争参加資格審査申請提出期限・公募参加意向申出書提出期限 

 （５）令和元年 ６月２５日（火）：公募参加資格確認結果通知 

 （６）令和元年 ６月２６日（水）～７月１０日（水）：企画提案書提出期間 

 （７）令和元年 ７月１７日（水）：審査（プレゼンテーション・ヒアリング） 

 （８）令和元年 ７月２３日（火）：プロポーザル結果通知 

 （９）令和元年 ７月下旬：契約締結（予定） 

 

５．参加資格条件 

 （１）プロポーザルに参加する者は、平成 31 年度第 24 号 ISO 15189 認定取得支援業務の主旨を理 

解し、本業務に関する実績と能力がある者とし、以下に掲げる項目をすべて満たす必要があります。 

  法人又は複数の法人等で構成する企業体での応募も可能としますが、単独・企業体での応募を問わ

ず。同一の法人が重複して応募することはできないこととする。 

なお、企業体で応募する場合、当該企業体を構成するすべての法人等が以下の要件を満たすものと

します。 

また、応募後において応募資格を満たさなくなった場合、（応募資格を満たさないことが判明した

場合）や提出書類等への虚偽記載が判明した場合は優先交渉権者又は次点者の決定を取り消し、契約

を行いません。 

  ① 医療機関において ISO 15189 認定取得支援業務の実績があること。 



②  地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しないこと。 

  ③  自社又は自社の役員等が暴力団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２号に掲げる暴力団、同条第６号に掲げる暴力団員及びそれらの利益となる活動 

を行っている者でないこと。（優先交渉権者及び次点者となった場合には、必要に応じて別に 

定める誓約書、役員名簿の提出及び当該役員について警察当局に照会することについて、あら 

かじめ了知すること。） 

  ④ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生開始手続きの申立てがなされている者（更 

生手続き開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基 

づく再生手続き開始の申立てをされている者（再生手続き開始の決定を受けている者を除く。） 

でないこと。 

  ⑤  法人税（個人事業者にあっては所得税）、消費税及び地方消費税並びに近江八幡市の市税に未 

納がない者（徴収猶予又は非課税の扱いを受けている者を除く。） 

    

⑥ 本件公告日において、近江八幡市の指名停止基準に基づく指名停止措置を受けていない者。 

⑦ 本件公告日において、近江八幡市指名登録事業者名簿に「役務提供（調査・コンサルティング 

業務）」で登録していること。ただし、登録されていないものは、（２）競争参加資格審査申請 

に基づき申請を行い、承認を受けること。 

 

 （２）競争参加資格審査申請 

当該業務の参加希望者のうち、有資格者名簿に役務提供（調査・コンサルティング業務）で登 

録されていないものは、次のとおり申請すること。 

  ①  申請書の受付期間及び受付場所等 

    受付期間  公告の日より、令和元年 ６月２１日（金）まで 

            土日を除いた午前９時から午後５時 

受付場所  近江八幡市立総合医療センター総務課（直接持参のみ） 

提出書類  別途定める第 24 号 ISO 15189 認定取得支援業務委託における役務提供（各種 

リース業務）等競争参加資格審査申請書提出要項のとおり 

 

６．担当部署 

 〒523-0082 近江八幡市土田町 1379 番地 

   近江八幡市立総合医療センター 事務部総務課 

    ℡：0748-33-3151   Fax：0748-33-4877 

    E-mail： 030202＠city.omihachiman.lg.jp 

 

７．プロポーザル参加にあたっての留意事項について 

（１）プロポーザル参加費用の負担  

プロポーザル参加に要する費用は、参加者の負担とします。 

（２）提出書類の取扱い  

①  提出された書類については変更できないものとし、採用・不採用に関わらず返却はしない。 

②  提出書類は、近江八幡市情報公開条例に基づき、情報公開の対象となります。 



③  提出書類の著作権は参加者に帰属します。また、提出書類は選考に関する目的以外に使用 

しません。 

④  郵送及び宅配などの事故について、本市はいかなる責任も負いません。 

⑤  使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法（平成４

年法律第５１号）に定める単位とします。 

（３）提案の無効 

次のいずれかに該当するときは無効とします。  

①  参加資格条件を欠くもの。  

②  提出書類に虚偽の記載があったと認められるもの。  

 

８．関係書類等の配付 

 （１）配布期間  令和元年 ６月１０日（月）から令和元年 ６月２１日（金）まで 

          （土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に 

規定する休日を除く午前９時から午後５時まで。ただし、正午から午後１時ま 

でを除く。） 

 （２）配布場所  近江八幡市立総合医療センター ２階 総務課 

           担当者（６．担当部署参照）からの直接配布のみとします。 

（３）配布書類  ・平成 31 年度第 24 号 ISO 15189 認定取得業務委託支援業務公募型プロポーザ 

ル実施要領 

・平成 31 年度第 24 号 ISO 15189 認定取得支援業務委託仕様書 

・平成 31 年度第 24 号 ISO 15189 認定取得支援業務公募型プロポーザルにおけ 

る役務提供等競争参加資格審査申請書提出要項 

           なお、上記書類については、ホームページで取得可能 

 

９．質問受付方法等 

  本要領及び仕様書等の内容に不明な点がある場合は質問書（任意様式）を提出してください。 

 （１）提出期間  令和元年６月１０日（月）午前８時３０分から６月１８日（火）午後３時まで 

 （２）提出方法  事務局まで質問書（任意様式）を書面により提出してください。 

          ＊平日に持参の場合は、執務時間（平日の午前８時半から午後５時１５分まで。）

内に限る。ただし、最終日は午後３時までとする 

          ＊電子メールまたは FAX により提出する場合は、送受信確認のため、担当者あ

てに送信した旨の電話連絡を入れること。（上記、執務時間内に限るとし、最

終日は午後３時までとする。） 

 （３）回答方法   提出された質問書については、一括して回答書を作成し、令和元年６月２０日

（木）にホームページにて公開します。なお、電話等による問い合わせはできま

せんので、ご了承ください。 

 

10．公募参加意向の申請 

  公募参加意向申出書（様式第１号）及び下記の添付書類を令和元年６月２１日（金）午後 3 時（必



着）までに事務局へ提出してください。提出方法は持参・郵送等のいずれでも構いません。 

  公募参加意向申出書の提出に基づき医療センターが発行する公募参加資格確認結果通知書のない

事業者は、企画提案書の提出ができませんので、ご注意願います。 

  また、複数の法人等の企業体で応募される場合は構成員ごとに添付書類が必要となりますので、代

表企業が取りまとめて提出してください。 

 〔添付書類〕 

  ①登記簿謄本・定款・規約等（いずれも写しで可だが、３カ月以内に発行されたもの。） 

  ②納期が到来した直近の国税及び本市市税の納税証明書（写し可） 

   ＊国税については、所管税務署が発行する「法人税」「消費税及び地方消費税」の納税証明書 

（その３の３ 未納のないことの証明） 

  ③財務諸表（直近２年分） 

    ・貸借対照表、損益計算書で可 

  ④会社概要（パンフレット可） 

  

11．企画提案書の提出 

 （１）提出期限：令和元年６月２６日（水）から令和元年７月１０日（水）午後３時必着 

＊いかなる理由においても提出期限後の到着分は受付できません。 

（２）提出方法：持参又は郵送等（ただし、持参の場合は最終日を除き平日の執務時間内とし、土曜、 

日曜日及び祝祭日は受付できませんので、注意してください。） 

（３）提案内容：仕様書に定めるものの他、下記事項についても明確に示すこと。 

＊様式は自由とするが、サイズはＡ４版とする。 

＊①～④の提出書類において、企業名及び企業が特定できる文言は記載しないこと。 

①業務支援基本方針 

②業務支援体制及び方法 

③業務実績 

④業務工程 

                  

 （４）提出部数：８部 

 

12. プレゼンテーション及び審査方法 

 （１）プレゼンテーションの実施  

日時  令和元年７月１７日(水) 

会場  第３会議室（控室：第４会議室） 

※時間等の詳細については、提案業者の数が確定後、お知らせします。 

    時間  1 社につき 発表 20 分以内 質疑応答 15 分以内 （別に準備、片付けで 5 分程度） 

    説明者 説明は、委託業務に直接携わる者（担当者、副担当者等）が行うこと。 

    備考  ・プレゼンテーションに使用される OA 機器について、プロジェクター（ケーブル含

む）、スクリーン等は医療センターにて準備しますが、パソコン等必要となるものは

持参のこと。 

        ・プレゼンテーションの順番は企画提案書の提出順とします。 

 



  （２）審査及び選定方法 

   医療センターの関係職員で構成する選定委員会を組織し、下記評価項目に基づき、提案書内容及 

びプレゼンテーションにより、総合的に審査のうえ優先交渉権者１者及び次点者１者を決定します。 

なお、審査総合点数が同点の場合は入札金額の安価な方に決定します。 

 

  【評価項目】 

  評価項目 評価基準 評価点 

QMS準備支援 キックオフ キックオフミーティングは、早急に開始が可

能であり、運営サポート、QMS 推進体制の構

築指導ができる支援事業者を評価する。 

１０ ラボツアー（現状調

査） 

現状調査(ラボツアー）の実施と改善指導が

できる支援事業者を評価する。 

テキストの提供 ISO 15189 規格解説書等を提供できる支援事

業者を評価する。 

ISO 15189文書体系

構築支援 

ISO 15189規格説明会 規格内容を解説する説明会を実施できる支

援事業者を評価する。 

３０ 

文書作成説明会 文書作成方法についての説明会を実施でき

る支援事業者を評価する。 

文書体系の構築支援 文書体系を構築するサポートができる支援

事業者を評価する。 

文書用フォルダの提

供 

電子媒体の文書を体系的に保存できるフォ

ルダを提供できる支援事業者を評価する。 

文書作成指導 面談による文書作成指導を実施できる支援

事業者を評価する。 

テンプレート文書類

の提供 

テンプレート文書を提供できる支援事業者

を評価する。 

教育・啓蒙 内部監査員養成セミ

ナー 

内部監査員養成セミナーを実施できる支援

事業者を評価する。 
２０ 

QMS運用の支援 内部監査立会指導 立会による内部監査指導を実施できる支援

事業者を評価する。 

３０ 
内部監査是正処置指

導 

内部監査の是正処置指導を実施できる支援

事業者を評価する。 

マネジメントレビュ

ー立会指導 

立会によるマネジメントレビュー指導がで

きる支援事業者を評価する。 

模擬審査の実施 模擬審査 模擬審査が実施できる支援事業者を評価す

る。 
３０ 

申請及び審査の支

援 

申請書類の作成指導 申請が滞りなく行えるよう申請準備のサポ

ートができる支援事業者を評価する。 
２０ 

予備訪問調査立会＆

是正処置指導 

予備訪問調査に立ち合い、その是正処置指導

を実施できる支援事業者を評価する。 



審査立会 JAB による認定審査に立ち合い、サポートで

きる支援事業者を評価する。 

審査指摘事項是正処

置指導 

認定審査の指摘事項に対して是正処置指導

ができること。 

支援体制 訪問対応 取得支援のための訪問ができ、訪問ごとに進

捗確認、面談指導ができる支援事業者を評価

する。 

４０ 

施設対応スタッフ 担当技術者、副担当技術者の他に応援スタッ

フを有する支援事業者を評価する。 

相談対応体制 平日 24時間相談受付（e-mail）、翌日中に初

期対応可能である支援事業者を評価する。 

病理・生理・微生物専門家による対応が可能

である支援事業者を評価する。 

サポート実績 担当技術者は、サポート実績を有する支援事

業者を評価する。 

参考見積 見積金額 実施金額は妥当なものでかつ効率的な提案

となっているか。 

【計算方法】 

 Ａ／Ｂ×２０（小数点以下切捨） 

 Ａ：全提案者中最低見積金額 

 Ｂ：当該提案者見積金額 

２０ 

合計 
２００ 

 

13. 審査結果の通知 

  審査結果は、すべての事業者に書面にて通知します。 

 

14. 特定業者の決定 

  優先交渉権者との交渉・契約が不調となった場合には、次点者と交渉します。 

 

15. 提案の辞退 

  公募参加意向申出書（様式第１号）提出後に参加を辞退する場合は、理由書を添えて早々に辞退届

を提出すること。辞退をした場合でも、今後貴社が不利益な取り扱いを受けることはありません。 

  なお、辞退届並びに理由書は自由様式としますが、社印等を押印すること。 

 

16. 無効となるプロポーザル 

  次のいずれかに該当する場合は、提案を無効とする。 

（１）各種提出物の提出期限経過後に提出された場合 

（２）提出書類に虚偽の記載がある場合 

（３）審査員と不正な接触をした場合 



（４）著しく信義に反する行為をした場合 

（５）会社更生法の適用を申請するなど、契約の履行が困難と認められる事態に至った場合 

（６）審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

（７）公共事業に関して違法行為等により指名停止などの処分を受けている場合 

（８）その他、当該要項に基づいていない場合 

 

17. その他 

（１） 本プロポーザルの結果は、ホームページ等によって公表される場合があります。 

（２） 本プロポーザルに関する一連の資料は、近江八幡市情報公開条例等の法令に基づき、公表され

る場合があります。 

（３） 既存資料の閲覧については質問受付期間に限り受付をし、開示可能な資料であれば、回答と同

じ手順によって公開します。ただし、ページ数が多量となる資料については、医療センターでの

閲覧という方法をとることもあります。 

（４） 企画提案書の作成及び提出に関する費用は、それぞれの提案者の負担となります。 

（５） 企画提案書の著作権は、それぞれの参加者に帰属しますが、選定を行う作業に必要な範囲にお

いては、無断・無償で複製を作成することがあります。なお、採用された企画提案書の著作権は

医療センターに帰属するものとします。 

（６） 提出された企画提案書は返却しませんので、ご了承ください。 

（７） 医療センターとの協議に基づく企画提案内容の変更を除き、提案内容の変更は認められません。

ただし、医療センターがやむを得ないと認めた場合はこの限りではありません。 

（８） 本プロポーザルに係る説明会は開催しません。質問がある場合は、当該要領に基づき質問書（任

意様式）を提出してください。なお、質問がない場合は提出の必要はありません。 

（９） 審査結果に関する問い合わせ及び異議申し立ては受け付けません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第１号） 

令和  年  月   日 

近江八幡市立総合医療センター 

近江八幡市病院事業管理者  様 

 

住所 

商号又は名称 

代表者職氏名                        印 

 

 

公 募 参 加 意 向 申 出 書 

 

 

次の件について、公募参加を申し込みます。 

 

件名 ： 平成３１年度第２４号 ISO１５１８９認定取得支援業務公募型プロポーザル 

添付書類 

☑ 

□ 登記簿謄本・定款・規約等（いずれも写しで可だが、３カ月以内に発行されたもの） 

□ 納期が到来した直近の国税及び本市市税の納税証明書（写し可） 

※国税については、所管税務署が発行する「法人税」、「消費税及び地方消費税」の納税証明書 

□ 財務諸表（直近２年分） 

賃借対照表、損益計算書で可 

□ 会社概要（パンフレットで可） 

注 

１．□にチェック印を入れること 

連絡担当者 

所属 

氏名 

電話 

ＦＡＸ 

E－mail       


