
令和元年度 奈良県地域医療・介護連携ＩＣＴ導入推進事業

業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領

１ 趣旨

地域医療・介護連携ＩＣＴ導入推進業務を事業者に業務委託するにあたり、その事業者

を「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るものとする。

２ 業務概要

（１）名称

地域医療・介護連携ＩＣＴ導入推進事業 業務委託

（２）契約期間

契約締結の日から令和２年３月１９日（木）まで

（３）業務の内容

別紙「令和元年度 奈良県地域医療・介護連携ＩＣＴ導入推進事業仕様書」に示

す内容の業務を実施

（４）委託料上限額

３，２００千円（税抜。消費税及び地方税率については１０％を用いる。）

（５）担当部署

〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０（奈良県庁舎主棟３階）

奈良県福祉医療部医療政策局地域医療連携課 在宅医療・医療連携係

ＴＥＬ:０７４２－２７－８６７６

ＦＡＸ:０７４２－２２－２７２５

E-mail:iryourenkei@office.pref.nara.lg.jp

３ 参加資格等

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

こと。

（２）物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成７年１２月奈良県告示

第４２５号）による競争入札参加資格者名簿（営業種目コード：Q４検査・分析・調

査業務、Q7：諸サービス、又はQ2：電算業務）に登載されている者であること。

（３）参加申込書の提出期限から企画提案書の提出期限までの期間において、奈良県物品

購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の措置期間中でない

者であること。

（４）公告日から過去５年以内に下記①～④のいずれかの業務又はそれに類する業務を受

託し、かつこれを誠実に履行した実績があること。

①病院、医科診療所、歯科診療所、調剤薬局、介護関係者等が、患者情報を連携・共有

できるネットワークシステム（以下「医療・介護連携システム」という）の構築に係

るコンサルティング

②医療・介護連携システムの導入に向けたニーズや課題の調査

③複数の医療・介護連携システムを対象とした実態調査

④医療・介護連携システムを導入した地域における効果検証等の調査



４ 参加方法

本プロポーザルへの参加を希望する場合は、所定の参加申込書及び企画提案書等を期

限までに提出してください。

５ 公募型プロポーザル実施要領等の交付期間、交付場所等

（１）交付期間

令和元年７月２３日（火）～令和元年８月６日（火）まで

（但し、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く、午前９時から午後５時まで）

（２）交付場所

〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０（奈良県庁舎主棟３階）

奈良県福祉医療部医療政策局地域医療連携課 在宅医療・医療連携係

（３）交付資料

（１）に示す場所において次の書類を交付します。

・公募型プロポーザル実施要領（本書）

・業務仕様書

・提出様式（様式１～様式１０）及び質問票（様式１１）

なお、上記書類は奈良県ホームページにも掲載します。

（奈良県ホームページのトップページ→県の組織→地域医療連携課→新着情報）

６ 説明会の開催

本プロポーザルの実施にかかる説明会は行いません。

７ 質疑及び回答

（１）質問方法

質問がある場合は、【様式１１】「質問票」により下記まで電子メールにて送付して

ください。その際、件名を「地域医療・介護連携ＩＣＴ導入推進業務に関する質問」

としてください。（審査の内容に関係しない軽易な質問内容を除き、電話または口頭に

よる質問は受け付けません。）

（２）提出先

奈良県福祉医療部医療政策局地域医療連携課 在宅医療・医療連携係

E-mail:iryourenkei@office.pref.nara.lg.jp

（３）質問票提出期間

令和元年７月２３日（火）～令和元年７月３０日（火）午後５時まで

（４）質問への回答

参加申込者全員に令和元年８月２日（金）までに電子メールで回答します。この

場合、当該回答内容は仕様書の追加又は修正と見なします。

ただし、質問又は回答の内容が、質問者の具体の提案内容に密接に関わるものにつ

いては、質問者に対してのみ回答します。

８ 参加申込書の提出

公募型プロポーザル参加希望者は、次の書類を期限までに提出してください。

（１）提出書類

・【様式１】参加申込書

・【様式２】事業者概要書

（２）提出部数 １部



（３）提出期限

令和元年８月６日（火）午後５時まで（必着）

（４）提出方法

持参又は郵送により提出してください。

なお、郵送による場合は、書留郵便にすることとし、提出期限までに到着したもの

に限り受け付けます。

（５）提出場所

〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０（奈良県庁舎主棟３階）

奈良県福祉医療部医療政策局地域医療連携課 在宅医療・医療連携係

ＴＥＬ:０７４２－２７－８６７６

ＦＡＸ:０７４２－２２－２７２５

E-mail:iryourenkei@office.pref.nara.lg.jp

（６）参加資格の喪失

参加申込書の提出後、契約締結までの手続き期間中に次のいずれかに該当することが

判明した場合は、以後の本件に関する手続きの参加資格を失うものとします。また、該

当する者が受託者として特定されている場合は、次の順位の者と手続きを行います。た

だし、その場合も本要領１０（２）に記載した審査内容及び別表評価基準を満たす者と

します。

①本要領３に定めた参加資格が備わっていないとき。

②複数の提案書等の提出があったとき。

③提出のあった提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、県が

定める期日までにその補正に応じないとき。

④提出書類に虚偽又は不正があったとき。

⑤提案書等の受付期限までに所定の書類が揃わなかったとき。

⑥一以上の審査項目に記載がないとき。

⑦プロポーザル不参加のとき。

⑧上限額を超える金額の見積書が提出されたとき。

⑨その他不正な行為があったとき。

（７）その他

・書類の作成にあたって、使用する言語は日本語（情報通信技術として一般的に用

いられる用語を除く。）とし、通貨は日本国通貨に限ります。

９ 企画提案書等の提出

（１）提出書類

以下の書類を、Ａ４片面（必要に応じＡ３折り込みも可）で提出してください。

・【様式３】企画提案書

・【様式４－１】配置要員経歴（総括窓口責任者 または 窓口責任者 用）

・【様式４－２】配置要員経歴（担当者用）

・【様式５】要員体制・役割分担等

①本業務を実施する上での要員体制・役割分担、及び②情報管理体制を示すこと。

情報管理体制は、個人情報等の管理上の対策（運用上の仕組みやルール作り）、個人

情報等保護に関する従業者への研修対策（計画）が分かるように記載すること。



・【様式６】同種業務の実施実績

・【様式７】スケジュール

具体的な作業内容を詳細に記述した、令和２年３月１９日までのスケジュールを

作成してください。

・【様式８】 ※①は必須、②③は任意

①効果検証のための各評価視点について、調査対象別に調査方法、調査項目を記載

すること。提案にあたっては次の点に留意すること。

・アンケート調査

回収率を高く保つ方法を提案すること。

・アンケート調査及びヒアリング調査 共通

調査項目は、設定した意図も含めて個別かつ具体的に提案すること。

・システムに蓄積されたデータを用いた分析

使用するデータ項目と分析方法について、当該データを使用する意図を含めて具

体的に提案すること。

②県が求める必須の評価視点以外の評価視点を追加で提案する場合は、提案する意
．． ．．．．

図とともに、調査対象、調査方法、調査項目を個別かつ具体的に提案すること。

③県が求める調査方法（アンケート、ヒアリング、データ分析）以外の方法を用い
．．．．．

た調査の実施を提案する場合は、追加調査を実施する意図とともに、調査対象や

調査方法、調査項目を個別かつ具体的に提案すること。

なお、提案をする際には、仕様書に記載の要件（調査対象者数に関する基準等）

を満たすようにしてください。

・【様式９】

調査結果をもとにして実施する効果検証の方法やアウトプットのイメージについ

て、具体的に記載してください。

なお、提案をする際には、仕様書に記載の要件（人口規模に基づく地域類型別の分

析等）を満たすようにしてください。

また、本事業を進める上での事業者が考える工夫やアイデアがあれば、その具体

的内容等を記載してください。

・【様式10】見積書

内訳がわかるようにし、金額は消費税及び地方消費税抜きの金額を記入してくだ

さい。

※本プロポーザルの審査は提案者名を伏せて行う予定のため、【様式３】企画提案書以

外の提案書類【様式４～１０】については、提案者名を記載しないこと。提案者を

特定できるロゴマーク、モチーフ、コーポレートカラー等の使用も不可とします。

（２）提出部数

正本１部、副本５部

（３）提出期限

令和元年８月１４日（水）午後５時（必着）

（４）提出方法

持参又は郵送により提出してください。

なお、郵送による場合は、書留郵便にすることとし、期限までに到着したものに限

り受け付けます。

（５）提出場所



〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０（奈良県庁舎主棟３階）

奈良県 福祉医療部 医療政策局 地域医療連携課 在宅医療・医療連携係

ＴＥＬ:０７４２－２７－８６７６

ＦＡＸ:０７４２－２２－２７２５

E-mail:iryourenkei@office.pref.nara.lg.jp

（６）その他

・提案は、各応募者１案とします。

・文字の標準サイズは、１０ptとします。最高サイズは特に指定しませんが、最低サ

イズは８ptまでとします。ただし、図表中等やむを得ない部分はこの限りではあり

ません。書体は任意とします。

・書類の作成にあたって、使用する言語は日本語（情報通信技術として一般的に用い

られる用語を除く。）とし、通貨は日本国通貨に限ります。

・参加等企画提案に要する一切の費用は、選考結果にかかわらず、応募者の負担とし

ます。

・提出された企画提案書は返却しないものとします。ただし、このプロポーザルに係

る審査以外には利用しません。

・企画提案書の再提出は、提出期限内に限り認めます。ただし、部分的な差し替えは

認めません。

・提出されたすべての書類は、奈良県情報公開条例に基づき、情報公開の対象文書（個

人情報等は非公開）となりますが、提出者に無断で公開することはありません。

・提出書類に虚偽の記載をした場合は、企画提案参加資格を取り消します。

１０ 企画提案書の審査

（１）審査方法

提出された企画提案書等について、企画提案書によるプレゼンテーション審査を実

施し、最優秀案を１者選定します。

ただし、審査会が本プロポーザルに参加を表明した者が多数であると認める場合は、

提出された書類による第１次審査を行い、プレゼンテーションを求める者を選定した

上で行います。この場合において、全ての参加を表明した者に第１次審査の結果を書

面で通知します。

①審査予定日：別に通知する日時（８月１９日（月）を予定）

②場所：奈良県内の別に通知する場所

③時間：１提案者あたりの説明時間は３０分を予定し、内訳は次のとおりとします。

プレゼンテーション：２０分

質疑応答：１０分

④出席者：審査会場の入室は３名までとし、主たる説明者は、当該業務を実施する

際の総括責任予定者とします。

⑤その他：プレゼンテーションの内容は、提出した提案書の内容とします。

（追加資料の提出は認めません。）

（２）審査内容

提出された企画提案書について、地域医療・介護連携ＩＣＴ導入推進業務委託事業



者選定審査委員会において、別表評価基準に基づき審査を行い、合計点数の最も高い

事業者を選定します。審査は次の事項に留意して行います。

①別表評価基準に記載された評価項目ごとに採点を行い、合計100点満点で評価を実施

します。

②提案が複数ある場合は、各委員の合計得点の総計が満点の６割以上の者のうち、最

も高い得点を獲得した者で、かつ、審査委員会の合議により認められた者を、最優

秀提案者として選定します。審査の結果、最高得点者が２者以上であった場合は、

審査委員会の合議により受託事業者を特定することができます。この場合、評価基

準のうちウエイトの高い評価項目の得点を考慮します。ただし、評価項目のうち全

審査委員の得点の平均が満点の５割未満の項目が一以上ある提案者は、受託事業者

として特定しません。

③提案者が１者の場合、評価基準による得点が６割以上で、かつ審査委員会の合議に

より認められたものについては、当該提案者を受託事業者として特定することがで

きます。ただし、評価項目のうち全審査委員の得点の平均が満点の５割未満の項目

が一以上ある場合は、受託事業者として特定できません。

（３）審査結果

決定した受託予定者の名称は、企画提案書提出者全員に対し文書により通知します。

選定結果については、参加者からの申し出があった場合に、選定した業者名、各業

者の評価点（ただし、業者名は除く）を閲覧により公表します。

１１ その他

（１）契約は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定による随意契約を行

います。

（２）契約額は、企画提案書に記載された見積額がそのまま採用されるのではなく、最

優秀提案者との協議により業務仕様書を確定した後に決定します。なお、この協議

が不調に終わった場合には、審査において次点となった事業者と同様の手続を行う

こととします。

（３）本業務を受注しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受注してください。

①奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、

本業務を適正に履行すること。

②本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。

（ア）最低賃金法第４条第１項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同

法第３条に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者につ

いては、同条の規定により減額して適用される額をいう。）以上の賃金（労働

基準法第１１条に規定する賃金をいう。以下同じ。）の支払を行うこと。

（イ）健康保険法第４８条の規定による被保険者（同法第３条第４項に規定する任意

継続被保険者を除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。

（ウ）厚生年金保険法第２７条の規定による被保険者（同条に規定する７０歳以上の

使用される者を含む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。

（エ）雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者について、同法第７条の規定によ

る届出を行うこと。

（オ）労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４条の２第１項の規定による届出を

行うこと。



（４）本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の

者が雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事

項を周知し、遵守するように指導すること。

（５）その他の定めのない事項については、地方自治法、同法施行令およびその他関係

法令並びに奈良県個人情報保護条例、奈良県会計規則およびその他の奈良県が制定

する関係条例・規則等に従うものとします。

【参考】

企画提案公募スケジュール

時 期 内 容

令和元年７月２３日（火） 公告

令和元年７月３０日（火） 質問票の提出期限

令和元年８月 ２日（金） 質問内容に対する回答

令和元年８月 ６日（火） 参加申込書の提出期限

令和元年８月１４日（水） 企画提案書の提出期限

令和元年８月１９日（月）（予定） 審査委員会の開催（予定）


