新潟市民病院物品管理調達業務 公募型提案競技実施要領
本実施要領は，新潟市民病院物品管理調達業務を委託する事業者を公募により選定する
ため，必要な手続きについて定めるものである。
令和２年１月１０日
新潟市病院事業管理者 片 柳 憲 雄
１ 業務概要
（１） 業務名称
新潟市民病院物品管理調達業務
（２） 業務内容
「新潟市民病院物品管理調達業務委託仕様書」のとおり
（３） 委託業務場所
新潟市民病院（新潟市中央区鐘木４６３番地７）
（４） 委託者
新潟市病院事業管理者 片柳 憲雄
（５） 委託期間
令和２年７月１日から令和５年６月３０日
※ただし，業務受託者として選定されてから令和２年６月３０日までは，新潟市民
病院物品管理調達業務の準備期間とする。（当該準備に係る費用は受託者負担とす
る。）
（６） 業務委託費
業務委託費の提案上限金額は429,077,160円(税抜)とする。
（７） 担当部署
新潟市民病院 管理課用度グループ
電 話：０２５-２８１-５１５１
ＦＡＸ：０２５-２８１-５１８７
E-mail：kanri.ch@city.niigata.lg.jp（担当：長谷川，中川）
２

事業者の選定方法
公募型提案競技方式

３

選定スケジュール
内容
（１）公告日
（２）関係資料の交付期間
（３）参加表明書兼参加資格審
査申請書の受付期間
（４）提案参加資格審査結果通
知の送付
（５）質問受付期間
（６）現場確認期間

期間・期限等
令和２年１月１０日（金）
令和２年１月１０日（金）〜令和２年１月２４日
（金）
令和２年１月１０日（金）〜令和２年１月２４日
（金）
提案参加資格の認定次第，順次送付
※令和２年１月２９日（水）までに E-mail 又は
FAX により送付
令和２年１月１０日（金）〜令和２年２月３日（月）
令和２年１月１０日（金）〜令和２年１月３１日
（金）

（７）質問に対する回答期限

令和２年２月６日（木）

（８）企画提案書，業務運営に
要する費用の提出期限

令和２年２月２１日（金）午後５時まで

（９）プレゼンテーション

令和２年３月１７日（火）

（10）選定結果通知

令和２年３月２４日（火）まで
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４

参加資格要件
本提案競技の参加資格は，下記の条件を満たす者とする。
また，単体による参加のほかに，数社によるＪＶ方式による参加を認める。その場合，
代表者及び各社の構成を明確にし，代表者が調達や請求事務等に関する全ての責務，債
務を負うこととする。同一業者による重複参加は認めない。
なお，ＪＶ方式による参加の場合，提案参加資格審査結果通知後の代表者以外の構成
員の変更は原則認めない。
（１） 医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年
法律第 145 号）第 39 条に規定する高度管理医療機器等の販売業の許可を有する者で
あること。
（２） 新潟市の競争入札参加資格者名簿（業務委託）に登載されていること。
（ＪＶによる参加の場合は，少なくとも代表事業者が当該名簿に登載されている
こと。
）
（３） 平成 28 年 4 月以降，一般病床 300 床以上の病院において，本業務と同種又は類似
する診療材料の調達業務又は物品管理業務の受託実績（現在継続中含む）があるこ
と。
（ＪＶの場合は，代表事業者が当該実績を有していること。
）
（４） 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
（ＪＶによる参加の場合は，参加者全てが当該条件を満たしていること。
）
（５） 参加表明書兼参加資格審査申請書提出時，新潟市長から指名停止を受けている期
間中でないこと。
（ＪＶによる参加の場合で，本市の競争入札参加資格者名簿に登録されていない
構成員については，参加表明書兼参加資格審査申請書提出時，国及び地方公共団体
から指名停止を受けている期間中でないこと。）
（６） 業務上の事故（対人及び対物）により，病院又は第三者に損害を与えた場合の賠
償を目的とする損害賠償保険に加入していること。
（ＪＶによる参加の場合でも，当該保険が適用される条件を満たしていること。
）
（７） 財産的基礎を有する者として次の条件に当てはまる者であること。
（ＪＶの場合は，全ての事業者が該当すること。
）
①資本金の額，資産・負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。
②累積欠損がなく，かつ経営状況が良好であること。
③会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第１項又は第２項の規定による
更生手続開始の申し立て中又は更生手続き中でないこと。
④民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による民事再生手続開始の
申し立て中又は再生手続き中でないこと。
（８） 新潟市暴力団排除条例（平成 24 年新潟市条例第 61 号）第２条第２号に規定する
暴力団員又は同条例第６条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有す
る者でないこと。
（ＪＶの場合は，全ての事業者が該当すること。
）
（９） 参加表明書兼参加資格審査申請書提出時において，新潟市に納付すべき市税を滞
納していない者。
（ＪＶの場合は，該当する事業者が条件を満たしていること。）
（10） 参加表明書兼参加資格審査申請書提出時において，法人税，消費税及び事業税そ
の他の地方税を滞納していない者。
（ＪＶの場合は，全ての事業者が該当すること。
）
（11） 新潟市中小企業振興条例（平成 26 年新潟市条例第 55 号）第４条第３号に規定す
る中小企業者より優先的に調達・供給を可能とする体制を構築できること。ただし，
大規模災害等により調達・供給が不可能となるなどの不測の事態によっては，独自に
自社等の県外物流拠点を通じた調達・供給により当院の業務に支障を来たすことのな
い安定した供給体制を構築できること。
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５ 資料の交付
（１） 交付資料
交付資料
①新潟市民病院物品管理調達業務 公募型提案競技実施要領
②新潟市民病院物品管理調達業務委託仕様書
③新潟市民病院物品管理調達業務 公募型提案競技 応募書式集
④資料-1̲業務搬送スケジュール表
⑤資料-2̲平成 30 年度購入実績（CD-R）
⑥資料-3̲病院概要
⑦資料-4̲電子カルテシステム一覧
（２） 交付期間
公告の日から令和２年１月２４日（金）まで
（３） 交付方法
交付資料⑤を除く交付資料①から⑦は，当院ホームページ
（http://www.hosp.niigata.niigata.jp/）にて公表する。
交付資料⑤については，当院において CD-R により配布又は郵送する。希望者は，「１
業務概要（７）担当部署」まで電話，FAX，E-mail のいずれかにより連絡すること。
また，郵送希望の場合は，送付先を明記すること。
６ 参加申込
（１） 提出書類
次の①から⑩の順にＡ４ファイル（タテ型）に綴じて，１部提出すること。
※ＪＶの場合は，全てのＪＶ構成事業者の分が必要。
（ただし，①は代表者のみ，⑦
は少なくとも代表者分の提出で可。
）
提出書類
様式
備考
①参加表明書兼参加資格審査申請書

様式第１号

②ＪＶ構成表
③委任状（構成事業者から代表事業者への
権限委任）
④参加要件に係る申立書

様式第２号

ＪＶのみ提出

様式第３号

ＪＶのみ提出

⑤会社（業務）概要
⑥登記事項証明書のうち，全部事項証明書（履歴事
項証明書）

様式第５号

様式第４号
発行日から３ヶ月以内の
もの
高度管理医療機器等の販
売業の許可の写しを提出
すること。
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（記載例を参考に
作成したもの）を提出す
ること。
直近の貸借対照表，損益
計算書及び剰余金又は欠
損金の処理状況を明らか
にした書類

⑦「４参加資格要件（１）
」書類（写し）

⑧決算書（直近３期分）等
⑨納税証明書（法人税，消費税，事業税その他の地
方税）
⑩本業務と同種又は類似する物品管理調達業務受託
実績※

（直近１期分）
様式第６号

※受託実績については，当院より照会する場合がある。
（２） 提出期限
令和２年１月２４日（金）午後５時まで
（３） 提出先
「１業務概要（７）担当部署」まで
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（４） 提出方法
持参に限る。
（受付時間：土曜・日曜を除く，午前９時から午後５時まで）
（５） 参加資格審査の結果通知
参加資格確認書等に基づいて参加資格審査を行い，その結果を令和２年１月
２９日（水）までに E-mail 又は FAX により通知する。
７

本提案競技に関する質問及び回答
本提案競技に関する要領及び仕様書等についての質問は，下記により質問書に記載の
上，提出すること。なお，口頭による質問は受付けない。また，質問については，参加
表明書兼参加資格審査申請書提出者に限るものとする。
（１） 質問書の提出
①提出書類 質問書（様式第１３号）
②提出期限 令和２年１月１０日（金）から令和２年２月３日（月）午後５時まで
③提出先
「１業務概要（７）担当部署」まで
④提出方法 持参に限る。
（受付時間：土曜・日曜を除く，午前９時から午後５時ま
で）
（２） 質問書の回答
質問に対する回答は，質問事業者名を伏せた上で，令和２年２月６日（木）
までに，参加表明書兼参加資格審査申請書提出者全員に電子メールにて送付するほ
か，ホームページ（http://www.hosp.niigata.niigata.jp/）上において回答する。
なお回答内容は，公募型提案競技実施要領，その他配布資料の追加，修正とみな
す。
８

現場確認
本提案競技への参加表明書兼参加資格審査申請書を提出した者は，
「３ 選定スケジュ
ール」に基づき，現場を確認することができるものとする。
（１） 内容
希望者ごと１時間程度
（２） 場所
中央倉庫（データ処理等の業務を行う部屋），薬剤部（医薬品搬送業務）
，滅菌材
料室（搬送管理業務等）
，手術室（セット管理等）
，病棟（搬送管理業務等）
（３） 申込方法
ア 希望者は，事前に希望日時，会社名，担当者名，参加人数（１社３名まで）を
「１ 業務概要（７） 担当部署」に E-mail 又は FAX により連絡すること。
イ 時間等を調整の上，当院より希望者へ日時を返信する。
９ 企画提案書等の提出
（１） 提出書類
提出書類

様式

部数

①企画提案書

様式第８号

１1 部（正本１部，副本 10 部）

②各責任者の経歴及び実績等

様式第９号

１1 部（正本１部，副本 10 部）

様式第１０号

正本１部

様式第１１号

正本１部

様式自由

正本１部

③業務運営に要する費用見積
書※１
④業務運営に要する費用
見積書内訳書
⑤業務運営に要する費用
見積書内訳書詳細※２

⑥コスト削減効果
様式第１２号
正本１部
※１ 令和２年度（導入準備費用）から令和５年度までの本業務に関する一切
の諸費用を含む金額を業務運営に要する費用として算出し，見積金額の総額及び
年度別の金額を記載すること。
※２ 見積金額算出の内訳の詳細について，記載例を参考に作成すること。
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（２） 提出期限
令和２年２月２１日（金）午後５時まで
（３） 提出先
「１業務概要（７）担当部署」まで
（４） 提出方法
持参に限る。
（受付時間：土曜・日曜を除く，午前９時から午後５時まで）
（５） 企画提案書作成要領
企画提案書の様式は問わないが，下記のとおり作成すること。
①提出書類の体裁は，原則Ａ４版，縦長，横書き，左側綴じ（両面印刷，片面印刷
どちらでも可。
）とする。Ａ３版のものはＡ４版サイズ折りとする。
（図・イラスト内では最小 8 ポ
②フォントサイズは，10.5〜12 ポイントとすること。
イント）
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，写真等は可と
する。
③頁数は原則 50 頁以内（表紙「様式第８号」除く）とし，作成した全頁の下部に通
し番号を記載すること。
④企画提案書には，
「新潟市民病院物品管理調達業務 公募型提案競技実施要領 10
提案の審査 （２）審査基準」に記載の「区分１ 基本的事項」から「区分７ 本
提案における貴社のセールスポイント及びその他当院に有益かつ独自の提案」に
ついて，具体的な従事内容・取り組み事例及び審査の着眼点における考え方，提
案内容を記載すること。なお，提案内容に関して，独占禁止法及びその他関係法
令に抵触しないことを明確に企画提案書の中で示すこと。また，提案内容を採用
している他施設の実績があれば，具体例（病院名及び内容，数値等）を明確に企
画提案書の中で示すこと。
（６） 業務運営に関する事項
ア 代価の考え方
業務運営（役務の提供）に要する費用を委託料として支払うものとする。
診療材料等の代価は，委託業者が各々の納入業者と価格交渉等を行い，最終的
に当院と契約した単価に数量を乗じた額を委託料とは別に支払う。
診療材料等の代価の支払いは，月末締め翌月の支払いとする。
イ 留意事項
今回の委託事業は，新潟市民病院の物品管理・搬送等の業務が円滑かつ効率的
に遂行され，患者さんへの良質な医療サービスの提供及び健全な経営を維持する
ことができるよう実施するものであることから，この点について，提出資料（様
式第８号から第１２号まで）に基づき，当院において審査を行う。
（７） 業務運営（役務の提供）に要する費用見積書作成要領
ア 見積書の提出について(様式第１０号)
①業務運営に要する費用見積書
本提案競技実施要領と仕様書を踏まえ，業務に関する一切の諸費用を含む金額
を業務運営（役務の提供）に要する費用として委託期間総額を算出し，見積書
に記載の上，提出すること。
また，年度別内訳を記載すること。
なお，記載の金額には，契約希望金額から消費税及び地方消費税相当額を除い
た金額を記載すること。
②業務運営に要する費用見積書内訳書(様式第１１号)
業務運営（役務の提供）に要する費用を積算した内訳を記載すること。
なお，記載の金額には，契約希望金額から消費税及び地方消費税相当額を除い
た金額を記載すること。
また，記載例を参考に，積算の詳細を添付すること。
③コスト削減効果（様式第１２号）
委託期間中の最低保証とするコスト削減額を記載すること。
イ 業務運営（役務の提供）に要する費用見積書の無効
提出された見積書について，次のいずれかに該当するものは無効とする。
①見積金額が不明確なもの及び訂正したもの
②誤字，脱字，汚染，塗抹等により文字の不鮮明なもの
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（８） 低価格調査について
業務運営（役務の提供）に要する費用について，業務履行が困難と判断できる低
価格の場合は，費用，履行体制などについて調査をする場合がある。
調査の結果，履行困難と判断した場合は，失格とする場合がある。

10 提案の審査
（１） 審査方法
審査にあたり，新潟市民病院物品管理調達業務委託業者選定委員会を設置し，提
出された企画提案書，プレゼンテーションを踏まえ，審査基準に基づいて審査を実
施し，最優秀提案者と次点者を選定する。
なお，選定委員会の委員は，以下のとおりとする。
五十嵐 修 一
新潟市民病院 副院長
木 村 久 明
新潟大学医歯学総合病院 管理運営課長
中 村 順 一
新潟市薬剤師会 常務理事
肥田野 幸 子
新潟市民病院 副院長兼看護部長
古 俣 誉 浩
〃
事務局長
（２） 審査基準
①各審査項目，審査の着眼点及び配点は，以下のとおりとする。
区分
区分１
基本的
事項

項目
番号

審査項目

１

地域要件

２
３

４

５

６

７

提案者の実
績
責任者の物
品管理業務
における実
績

責任者のコ
ンサルティ
ング業務に
おける実績

責任者の経
営分析業務
における実
績

業務実施体
制

業務理念（透
明性）

審査の着眼点
①新潟市中小企業振興条例を推進する立場として，地元中小企業の育
成の観点から，提案者における本社本店の所在により，地域に貢献
できる要素を有しているか。
①直近（平成 28 年 4 月以降）における，一般病床 300 床以上の病院
での類似業務の受託実績は十分か。
①責任者（管理責任者，現場責任者）の物品管理（SPD）業務の実績
のある病院の規模は十分か。
②責任者（管理責任者，現場責任者）の物品管理（SPD）業務の実績
のある経験年数は十分か。
③責任者（管理責任者，現場責任者）の物品管理（SPD）業務の実績
のある具体的な従事内容・取り組み事例は十分か。
①責任者（管理責任者，現場責任者）のコンサルティング業務の実績
のある病院の規模は十分か。
②責任者（管理責任者，現場責任者）のコンサルティング業務の実績
のある経験年数は十分か。
③責任者（管理責任者，現場責任者）のコンサルティング業務の実績
のある具体的な従事内容・取り組み事例は十分か。
①責任者（管理責任者，現場責任者）の経営分析業務の実績のある病
院の規模は十分か。
②責任者（管理責任者，現場責任者）の経営分析業務の実績のある経
験年数は十分か。
③責任者（管理責任者，現場責任者）の経営分析業務の実績のある
具体的な従事内容・取り組み事例は十分か。
①経験豊富な資格等のキャリアを有する業務経験者の業務従事者全
体における配置割合は十分か。
②業務実施の組織体制，役割分担が明確で，根拠のある人員配置とな
っているか。また，急な欠員時のサポート体制が具体的に示されて
いるか。
人材育成を図るための教育研修体制が構築されており，適切な研修
が行われているか。また，セルフモニタリング実施体制についての
具体的な記述があるか。
①公平・公正な手続きを求められる公立病院での業務実施にあたり，
プロポーザルにおける自社提案内容の外部への公開に対する積極的
な姿勢及び考え方を問う。
②公平・公正な手続きを求められる公立病院での業務実施にあたり，
価格交渉における見積取得結果，仕入価格，仕入先，採用している
ベンチマークデータの内容について，外部への公開に対する積極的
な姿勢及び考え方を問う。
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配点
３
５

１２

１２

１２

８

６

８

区分２
調達管理
業務

９

区分３
納品検収
管理業務

10

区分４
物流管理
業務

11

12

13

14

災害時・緊急
時等の供給
体制

調達管理業
務

①災害発生地域以外（新潟県及び隣接する県以外）における物品供給
拠点（在庫管理可能な物流倉庫）からの供給体制，対応方法に関す
る具体的説明があるか。これまでの具体的実績事例は十分か。
②業務時間外や休日等における供給体制，対応方法など診療業務に支
障をきたすことなく，物品供給を行う具体的手順が提示されている
か。
③災害時，休日（３日以上の長期連休含む）
・夜間・時間外等の緊急
購入要請時に診療業務に支障をきたすことなく，物品供給を行える
距離に院外倉庫があるか。当院までの所要時間、交通網がマヒした
場合の対応策について説明があるか。
①契約単価の決定方法について，適正価格で購入するための実施手順
が明確に示されているか。単価の算出方法が合理的となっており，
コスト削減効果があるか。
②保有するベンチマークデータは，全国を網羅しているか。継続して
受託している全国の 300 床以上を有する 50 病院以上と比較分析を
行った上で適正価格の洗い出しが可能であるか（比較分析事例が紹
介されているか）
。近隣・同規模病院との価格比較も可能であるか。
当院が保有するベンチマークとの乖離が生じた場合の対応方法の
説明があるか。
③取扱品目における償還価格，市場価格，同種同効品の情報収集及び
メーカーシェア等の分析，提供が可能か。サンプリング評価の手配，
アンケートの実施，評価取りまとめなどの支援内容が具体的で実行
可能な内容になっているか。
④市場価格・償還価格の変動等における契約単価の変更方法につい
て，明確な手順が示されているか。より適正な価格で購入するため
の実施手順が明確に示されているか。
⑤カテーテルや整形外科インプラント等持込材料の供給体制が確保
され，その実施手順が明確に示されているか。病院職員の業務軽
減・効率化が図れる運用となっているか。

１４

３８

納品検収管
理業務

①スムーズな納品検収業務が行えるよう，その実施手順が明確に示さ
れているか。
JAN コードなどマスタ管理に必要な標準的コードによる管理が可能
か。

４

搬送管理

①滅菌材料室，手術室，カテ室において，病院職員の業務軽減・効率
化が図れる運用となっているか。また，業務スケジュールが具体的
に説明されているか。
②物品の搬送を行う具体的手順が示されているか。誤配置防止に関し
て，システム的な対応，対策についての具体的説明があるか。安全
面に対する配慮に関して，物的・人的な安全面への配慮についての
具体的説明があるか。破損等の防止対策に関して，防止対策に加え，
破損等の事故発生時の対応方法についての具体的説明があるか。

１２

収納環境設
定業務

物品管理業
務

クレーム処
理業務

①棚卸に関して具体的で適切なスケジュールや人員体制などが説明
されているか。収納環境維持の具体的な提案が明確に示され，職員
が利用しやすい工夫がされているか。
②オーダーカード等を紛失した場合の対策についての説明があるか。
システム的にオーダーカード等の所在確認が可能であるか。
オーダーカード等の紛失を防止するための説明があるか。

①適正在庫（定数）の設定及び見直しの方法について，基準（使用実
績に基づく見直し）
，実施手順が明確に説明されているか。見直し
頻度が適当であるか。
②有効期限管理に関する具体的な業務手順などの説明があるか。各部
署で有効期限を容易に判別できるような具体的な工夫を説明して
いるか。受託者の用意するシステムの機能を用い，分割（小分け）
単位まで有効期限管理ができるか。期限切迫品の取扱手順が明確に
説明されているか。
③手術室・カテ室において，適正に物品管理を行うことができる体制
が提案されているか。
①使用物品が不良品であったり，不具合が発生した場合に診療に支障
をきたさないよう，迅速な対応，対策が取れる適切な人員が確保さ
れ，具体的な業務手順が説明されているか。医療機器クラス分類（Ⅰ
〜Ⅳ分類まで管理）及び特定保守管理医療機器を問わず，分割配置
単位までシステムを用いてロットトレースされ，履歴の追跡が可能
であるか。リコール等対象品の所在確認がシステム的に即抽出でき
る環境になっているか。
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８

２０

４

15
16

区分５
経営効率
化・価格低
減化への
提案

17

区分６
業務切り
替え時の
対応

18

区分７
本提案に
おける貴
社のセー
ルスポイ
ント及び
その他当
院に有益
かつ独自
の提案

19

手術室セッ
ト管理業務
電算管理業
務

経 営 効 率
化・価格低減
化への提案

切り替え時
の対応

仕様書に記
載のない，病
院経営に有
用な提案に
ついて

①手術室において，円滑に診療業務を行うことができる業務内容が提
案されているか。
①払出し・発注・納品等に伴う電算入力処理について，業務を実施す
るための方法，実施手順が具体的に説明がされているか。
②当院の医療情報システムとの連携について，その適応性が優れてい
るか。
③提案者の物品管理システムの活用，JAN コード・同種同効品分類・
電算レセコード等の情報保持状況，メーカー名・償還価格情報・医
事コード等のメンテナンス体制など，マスタ管理の具体的方法につ
いての説明があるか。
①購買状況等の把握・管理・データ分析等の業務内容を理解し，各部
門単位，患者別，処置行為別，術式別などの物品使用状況のデータ
収集・管理・分析等を実施するための方法，実施手順が具体的に提
示されているか。
②診療報酬請求漏れに関する診療報酬請求データとの突合，請求漏れ
防止，差異原因の究明等についての方法，対策，不動物品に関する
対策等，具体的な業務の実施手順が明確に示されているか。
経営分析に利用できる分析データ事例（部署別，患者別，処置行為
別，疾病別等）の提案がされているか。エクセルの電磁的データで
提供できるか。
③診療材料費の増加の一因となっている心臓血管外科・整形外科領
域等における高額な診療材料について，具体的な削減方法，削減
目標，削減できなかった場合の代替策について，具体的に説明がさ
れているか。物品調達経費全般の削減について，具体的交渉手順，
計画的・効率的に価格交渉を行う内容が提示されているか。取り組
み（手法）及びその効果，算出方法は，一定のルールに基づいた具
体的なものか。提案者のコスト削減についての考え方，継続的な事
業効果を創出できる能力（委託期間における最低コスト削減額及び
その妥当性，信頼性）
，削減目標について説明されているか。
①準備業務の作業項目（マスター作成，初期定数設定，マニュアル
作成等）及びスケジュール，人員体制，病院と受託者との業務区分
が明確であるか。医療スタッフに負担のない内容であるか。
②契約満了時における在庫品（定数）の切替えの方法は，妥当なもの
か。切替え時に診療に支障をきたすようなことはないか。病院に無
理な経費的負担を求めていないか。
①病院経営における有用性，実現性の有無。

４

１２

６８

８

２０

３０

区分８ 見積金額

合

計

３００

②内容点は，以下の方法により算出する。
●「新潟市民病院物品管理調達業務 公募型提案競技実施要領 10 提案の審査
（２）審査基準」に記載の「区分１ 基本的事項」から「区分７ 本提案におけ
る貴社のセールスポイント及びその他当院に有益かつ独自の提案」についての
各審査項目について，各委員のつけた得点の合計を，委員数で除する。
（小数点以下第２位を四捨五入する。
）
●その後，各審査項目の得点の合計を内容点（満点２７０点）とする。
※なお，企画提案書及びプレゼンテーションにおいて，提案者より示された提案内
容に関しては，全て見積金額の範囲内で実現ができる内容と判断するので留意
すること。
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③価格点は，以下の方法により算出する。
●「新潟市民病院物品管理調達業務 公募型提案競技実施要領 10 提案の審査
（２）審査基準」に記載の「区分８ 見積金額」（令和２年度の導入準備費用
及び令和２年７月１日から令和５年６月３０日までの３ヶ年分の委託料の
総額）を基準に決定する。
●提案上限金額未満で最低見積金額を提示した提案者を満点（３０点）とし，その
他各提案者の見積金額を基に，以下の計算式にて決定する。
（計算式）
価格点＝３０点×（最低見積金額／当該提案者の見積金額）
（小数点以下第２位を四捨五入する。
）
（３） プレゼンテーションの実施
①日 時
令和２年３月１７日（火）
※ 時間，場所など詳細については，別途通知する。
②注意事項
ア プレゼンテーションの順番は，提案書の提出順とする。
イ 説明時間は，1 提案者につき質疑応答時間 20 分を含め 40 分程度を予定。
ウ 会場への入室は，1 提案者につき 3 名までとする。
エ プレゼンテーションに際して，プロジェクターによる説明が可能とする。た
だし，事前に説明方法を当院へ通知すること。なお，プロジェクター等の機器
は提案者が準備すること。
オ プレゼンテーションに際しては，原則企画提案書を使用するものとするが，
当日追加で配布する資料は，事前に当院の許可を得た上で可能とする。ただし，
既に提出した提案書の内容から逸脱しないよう留意すること。
なお，プレゼンテーションで示された提案内容は提案書と同様，全て見積金
額の範囲内で対応できるものとして取り扱うので，留意すること。
（４） 最優秀提案者の選定
①「総合審査点（＝内容点＋価格点）
」の最も高い提案者を最優秀提案者として選定
する。
②「総合審査点」が同点の提案が２つ以上ある場合は，
「内容点」が高い提案者を最
優秀提案者とし，
「内容点」
「価格点」のいずれも同点の場合は，同点の提案者に
よるくじにより決定する。
なお，くじ実施の場合の日程については，調整の上，令和２年３月１９日（木）
までに当院より各提案者へ E-mail 又は FAX により通知する。
（５） 審査結果の通知及び公表
審査結果は，参加者全員に通知する。
また，各審査項目における審査点を新潟市民病院ホームページにおいて公表する。

11 契約及び支払い条件
（１） 契約の締結
最優秀提案者と企画提案内容（最低コスト削減額を含む）を勘案した上で，契約
交渉を行い，双方が合意した場合，本業務の委託契約を締結する。
なお，最優秀提案者と契約締結に至らない場合は，次点者と契約交渉を行う。
（２） 支払い条件
支払いは毎月１回払いとし，契約金額の３６分の１に相当する金額を当該月の翌
月に支払うものとする。１円未満の端数が発生する場合は，初回支払い分にて調整
するものとする。
（３） 契約保証金
免除（新潟市民病院契約規程第 1 条の規定によりその例によることとされる新潟
市契約規則第３４条第５号）
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12 その他の留意事項
（１） 本提案競技への参加表明書兼参加資格審査申請書を提出した者は，申請書の提出
をもって，
「新潟市民病院物品管理調達業務 公募型提案競技実施要領」，
「新潟市民
病院物品管理調達業務仕様書」の記載内容を承諾したものとする。
（２） 資格審査申請及び企画提案に係る一切の費用は，全て本提案競技への参加申請者
の負担とする。
（３） 提出書類等に関して使用する言語は日本語，単位は計量法に定めるもの，通貨単
位は円，時刻は日本標準時とする。
（４） 提出された参加表明書兼参加資格審査申請書類及び企画提案書等一切の提出書類
は返却しない。なお，提出する書類の著作権は，本提案競技への参加申請をした者
に帰属する。ただし，当院が選定結果の公表等，公平性，透明性及び客観性を確保
するため必要がある時は，本提案競技への参加申請をした者の承諾を得て，提出し
た書類を無償で使用する権利を有するものとする。
（５） 提出された書類は新潟市情報公開条例に基づき公開する場合がある。
（６） 企画提案書は，選考作業に必要な範囲において，複製を作成することがある。
（７） 企画提案書の提出後の差し替え及び再提出は認めない。
ただし，当院が必要とする場合は，追加資料の提出を求める場合がある。
（８） 企画提案書を提出した者は，提出した書類の内容に関し説明を求められた場合，
それに応じる義務を有するものとする。
（９） 本提案競技への参加申請をした者が，次のいずれかに該当する場合は失格とする。
①参加表明書兼参加資格審査申請書類を提出した以降契約締結までに，
「４ 参加資
格要件」に定める要件のひと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申請書類の審査結果により，企画提案参加資格を認定した後，提出期限までに企
画提案書の提出がない場合
③提出書類に虚偽の記載をした場合
④本提案競技の公表から最優秀提案者決定までの間に，本提案競技を有利に進める
ことを目的として，選定委員及び関係者に対し協力要請をするなど審査の公平性
に影響を与える行為を行った場合
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