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1. 提案競技の趣旨 

羽後町立羽後病院（以下、「当院」という。）で行う電子カルテシステム導入事

業において、契約の相手方を選定するに当たって、優れた提案を求めるため、提

案競技を実施するものである。 

 

2. 提案競技に付する調達内容 

（1） 名称 

羽後町立羽後病院電子カルテシステム導入事業 

（2） 仕様 

「羽後町立羽後病院電子カルテシステム導入事業提案競技仕様書」（以下「仕

様書」という。）による。 

（3） 稼働開始予定日 

令和2年11月1日 

（4） 調達方法 

公募型プロポーザル 

（5） 提案価格の上限 

187,000,000円（消費税及び地方消費税含む。）以内とする。 

 

3. 調達に関する事務を担当する部局の名称及び所在地等 

（1） 所在地・名称 

〒012−1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字大戸道44-5 

羽後町立羽後病院 総務担当 

（2） 電話番号等 

電話 0183−62−1111（代表） FAX 0183−62−3174 

（3） 担当者  加藤 

E-Mail soum3@ugo-h.jp 

 

4. 調達手続き等において使用する言語、通貨 

日本語及び日本国通貨 

 

5. 参加資格に関する事項 

本件調達の参加者は、単独又はグループによる提案とし、次に掲げる条件すべ

てを満たすものとする。 

（1） 単独提案の場合 

ア 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てを

している者（更生手続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）に基づく再生手続開始の申立てをしている

者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 
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イ 秋田県内に本支店又は関連する事業所を有していること。 

ウ 平成31・令和2年度羽後町入札参加資格登録者であり公告の日から契約締

結の日までの間に羽後町建設工事入札参加者指名停止基準に基づく入札

参加停止等の措置を受けていない者であること。 

エ 国税及び町の税の滞納がない者であること。 

オ 納入を予定している基幹システムのうち電子カルテシステム、オーダリン

グシステム及び医事会計システムについて、令和2年1月末日時点で、秋

田県内の100床以上の病院でシステムの導入実績を有する者であること。 

カ (2)のグループ提案の構成員でないこと。 

（2） グループ提案の場合 

ア グループのすべての構成員が、(1)ア及びイを満たす者であること。 

イ グループ代表者が(1)ウ、エ及びオを満たす者であり、かつ他のグループ

提案の構成員でないこと。 

 

※ 再委託について 

ア 本提案競技の結果、単独提案による提案者と契約することとなった場合、

他のグループ構成員及び本提案競技に参加していない者に再委託するこ

とは、原則として認めない。 

イ 本提案競技の結果、グループ提案による提案者と契約することとなった

場合、契約の相手方はグループ代表者とし、他のグループ構成員は、契

約の日付をもってグループ代表者の再委託先とみなすこととする。また、

グループ代表者がグループ構成書（様式第１号別紙２）に記載のない者

に再委託することは、原則として認めない。 

ウ なお、100％子会社やグループ企業についても、それぞれ、個別企業とし

て取り扱うこととするので、提案に当たっては留意すること。 

 

6. 提案競技参加資格の確認等 

（1） 提案競技への参加を希望する場合は、様式第１号を次により提出すること。

なお、様式第１号については、全て代表者の記名押印があるものに限る。 

ア 提出期間 

令和2年2月12日（水）から令和2年2月19日（水）16時まで 

イ 提出先 

3.に同じ 

ウ 提出方法 

郵送又は持参による。郵送の場合は書留（期限必着）とすること。 

（2） この提案競技への参加資格の有無について確認を行うための申請書を提出し

ない者並びに参加資格の確認の結果、参加資格がないと認められた者は、こ

の提案競技に参加することはできない。 
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（3） 参加資格の確認は、申請書の提出期限の日をもって行う。結果については、

郵送により通知する。 

 

7. 参加の無効 

本提案競技への参加資格を有すると判断された場合であっても、5.に規定され

る条件を満たさなくなった場合には参加資格を無効とする。 

また、次の場合には、参加資格を無効とする場合がある。 

（1） 提出書類に不備があった場合、又は指示した事項に違反した場合。 

（2） 提出書類に虚偽の記載をした場合。 

（3） 別に設置する羽後町立羽後病院電子カルテシステム導入事業提案競技審査委

員会（以下「審査委員会」という。）の審査委員、当院職員又は当該提案競技

関係者に対して、当該提案競技に関わる不正な接触の事実が認められた場合。 

（4） 社会通念上、契約するにふさわしくないと考えられる事態が生じた場合。 

 

8. 提案競技に対する質問 

（1） 質問がある場合、次により提出すること。 

ア 提出期間 

令和2年2月17日（月）16時まで 

イ 提出先 

3.に同じ 

ウ 提出方法 

様式第２号により、原則として、指定するメールアドレスへの電送により

提出するものとし、やむを得ない場合に限り、持参、郵送又はFAXによる電

送での提出を認めるものとする。 

なお、電送時における件名及びメールアドレスは次のとおり。 

（ｱ） 件名 【電子カルテ導入事業】○○○○○○○について 

（ｲ） メールアドレス soum3@ugo-h.jp 

（2） 回答については、質問者に回答するとともに、当院のウェブサイト上に公開

する。 

 

9. 企画提案書の提出 

提案競技参加申請書の審査において参加資格が認められた者は、様式第３号及

び別紙「企画提案書作成要領」により、企画提案書を提出すること。 

なお、羽後町立羽後病院電子カルテシステム導入事業提案競技仕様書のなかの

要求仕様については、項目を入力した電子データを、CD-ROM等の可搬媒体（正副

2部）により提出すること。 

（1） 提出期限 

令和2年2月27日（木）16時まで 
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（2） 提出先 

3.に同じ 

（3） 提出方法 

郵送又は持参による。郵送の場合は書留（期限必着）とすること。 

 

10. 提案の無効に関する事項 

次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。 

（1） 参加する資格のない者が提案したとき。 

（2） 所定の日時及び場所に書類を提出しないとき。 

（3） 事実に反する申請や提案に関する不正行為があったとき。 

（4） 提案者が当該提案競技に対して２以上の提案をしたとき。 

（5） 提案者が他人の提案の代理をしたとき。 

（6） その他、あらかじめ指示した事項に違反したとき、又は提案者に求められる

義務を履行しなかったとき。 

 

11. 選定方法 

（1） 審査委員会において、適正かつ厳正な審査を行う。 

（2） 評価項目は以下とする。 

Ⅰ．システム構築方針・全体構想 

Ⅱ．重点要件に対する提案 

Ⅲ．サービスレベル（運用・保守） 

Ⅳ．要求仕様への対応 

Ⅴ．提案価格 

（3） 評価及び得点の付与方法は、「羽後町立羽後病院電子カルテシステム導入事業

評価基準」による。なお、この評価基準については公表しない。 

（4） 提出された企画提案書の内容についてのプレゼンテーションやヒアリング等

は実施しない。 

（5） 審査委員会の書類審査のみによる選定とし、その結果については企画提案書

提出者に別途通知する。 

 

12. 契約 

（1） 契約相手方及び契約金額 

審査委員会が選定した最優秀提案者（以下「契約予定者」という。）と提案

書を参考に改めて仕様書等について協議を行い、協議が整った場合に、2.（５）

の範囲内で契約を締結する。この協議において、提出された提案の内容を一

部変更する場合がある。 

また、契約予定者と協議が整わない場合にあっては、次点の提案として評

価した者と協議の上、契約を締結する場合がある。 
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（2） 前金払 

行わない。 

（3） 契約保証金 

契約金額の100 分の 5 以上の契約保証金を納付させ、又は当該契約保証金

に代わる担保を提供させるものとする。ただし、次のいずれかに該当すると

きは、その納付を免除する。 

ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 

イ 契約予定者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結したとき。 

ウ 過去 2 年の間に国（公団を含む。）又は地方公共団体とその種類及び規模

をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これら全てを誠実に

履行し、かつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

（4） その他の契約条項 

契約予定者と協議の上定める。 

 

13. その他の留意事項 

（1） 提出期限後の問合せ及び書類の追加・修正には一切応じない。 

（2） 提出される書類の作成及び提出に要する費用は、すべて提案者の負担とする。 

（3） 提出された書類は、返却しない。 

（4） 提案書の著作権は、提案者に帰属する。 

（5） 提案書は、他の提案者に対して非公開とする。 

（6） 提出された書類を審査等で使用する場合、必要に応じて複製する場合がある。 

（7） 提出された書類に虚偽の記載をした場合においては、指名停止等の措置を行

う場合がある。 

（8） 本調達の受託者が、今後発注される本業務に関連する業務や機器等の購入等

において契約者となることを保証するものではない。 

 

14. 日程一覧 

令和2年2月12日 (水) 公募（募集開始） 

2月17日 (月) 質問書受付締め切り 

2月19日 (水) 参加資格申請書提出締め切り 

2月21日 (金) 参加資格確認結果及び質問書の回答送付（予定） 

2月27日 (木) 企画提案書受付締め切り 

3月 4日 (水) 審査委員会開催（予定） 

3月 6日 (金) 審査結果の送付（予定） 

 

15. 添付資料 

（1） 羽後町立羽後病院電子カルテシステム導入事業提案競技仕様書 

（2） 羽後町立羽後病院電子カルテシステム導入事業要求仕様（参考資料含む） 
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（3） 羽後町立羽後病院電子カルテシステム導入事業企画提案書作成要領 

（4） 提出様式集 

様式第１号 羽後町立羽後病院 

電子カルテシステム導入事業提案競技参加資格確認申請書 

別紙１ 提案者概要表 

別紙２ グループ構成書 

別紙３ 委任状 

別紙４ 電子カルテ・オーダリングシステム構築実績申告書 

様式第２号 羽後町立羽後病院 

電子カルテシステム導入事業提案競技に係る質問書 

様式第３号 羽後町立羽後病院 

電子カルテシステム導入事業提案競技に係る企画提案書 

様式第４号 システム構築（初年度）に係る提案価格 

様式第５号 後年度負担に係る参考価格（運用保守費用等） 

 


