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社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部 埼玉県済生会 

（仮称）埼玉県済生会加須病院開院支援業務委託プロポーザル入札公告・説明書 

 

公示日  平成３１年 １月１６日 

 

社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部 埼玉県済生会 支部長 原澤 茂 

 

社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部 埼玉県済生会が発注する（仮称）埼玉県済生会加須病院開院

支援業務について、当該プロポーザル入札公告・説明書および別添の（仮称）埼玉県済生

会加須病院開院支援業務仕様書によるものとして、次のとおり公告する。 

 

１ 業務名 

社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部 埼玉県済生会 

（仮称）埼玉県済生会加須病院開院支援業務 

 

２ 業務の目的 

 埼玉県済生会栗橋病院は、平成元年の開院から約３０年が経過し、施設・設備の老朽

化、狭隘化が進んでいることから、安定した医療を継続して提供するとともに医療機能

を強化するため、新病院を加須市へ移転・新築することとし、３００床規模の「（仮称）

済生会加須病院」の２０２１年１０月の開設を目指し、施設整備について検討を進めて

いるところである。 

 本業務は基本構想・基本計画を踏まえ、新病院の運営計画の策定、医療機器等の整備、

情報システムの構築、物品移転および患者移送、さらには設計・建設各段階における調

整管理などの支援を行うことのできる専門的知識や実績を有する事業者を選定し、新病

院の円滑な開院準備を進めることを目的とする。 

 

３ 委託者 

 社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部 埼玉県済生会 支部長 原澤 茂 

 

４ 契約事務担当者 

 社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部 埼玉県済生会栗橋病院 用度管財課 鈴木重男 

 

５ 履行期間 

 契約締結の日（２０１９年２月１９日（火）（予定））から 

２０２２年３月３１日（木）まで 

 

 



 

2 

 

６ 履行場所 

（１） 施設名 社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部 埼玉県済生会栗橋病院 

（２） 所在地 埼玉県久喜市小右衛門７１４－６ 

 

７ 業務の内容 

 別添仕様書のとおり 

 

８ 参加資格 

（１） 民事再生法の規定による再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。 

（２） 会社更生法の規定による更生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。 

（３） 暴力団員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

３２条第１項各号に掲げる者でないこと。 

（４） 平成２０年４月１日以降、病床数３００床以上の公立病院、公的病院の建設（新

築、改築）にかかる基本設計以降の支援業務を受託し、履行した実績を有する

者であること。 

（５） 平成２０年４月１日以降、済生会病院の建設（新築、改築）にかかる支援業務

を受託し、履行した実績を有する者であること（業務受託中も含む）。 

（６） 本業務責任者または主任担当者は、病床数３００床以上の病院建設（新築、改

築）にかかる支援業務を経験していること。 

（７） その他、別添仕様書の要項すべてを満たしていること。 

 

９ 事業者選定スケジュール 

（１） 書類配布  平成３１年 １月 １６日（水）から 

      平成３１年 １月 ２９日（火）まで 

（２） 質問期間  平成３１年 １月 ２５日（金）１７時００分まで（電子メール） 

（３） 質問回答  平成３１年 １月 ２８日（月）（電子メール） 

（４） 参加申込  平成３１年 １月 ２９日（火）１７時００分（必着） 

（５） 提案書提出 平成３１年 ２月  ４日（月）１７時００分（必着） 

（６） ヒアリング 平成３１年 ２月 １２日（火）、１４日（木）（詳細は別途通知） 

（７） 受託者決定 平成３１年 ２月 １９日（火）（予定） 

 

１０ 業務仕様書および関係書類の配布 

（１） 期間：平成３１年 １月 １６日（水）から平成３１年 １月 ２９日（火）の 

９時００分から１７時００分まで（土曜、日曜、祝日は除く） 

（２） 場所：社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部 埼玉県済生会栗橋病院 用度管財課 

   埼玉県久喜市小右衛門７１４－６（郵送での配布は行わない） 
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１１ 仕様書等に関する質問および回答 

（１） 質問票（別紙様式１２）に質問内容を記入し、電子メールにて提出すること。

電話および口頭による質問は受け付けない。 

① 受付 平成３１年 １月 ２５日（金）１７時００分まで 

② 回答 平成３１年 １月 ２８日（月） 

   上記の期間内に受け付けた質問をまとめ、参加申込書の提出のあった 

全事業者あて、電子メールで回答する。 

③ 宛先 masashi.kodama@saikuri.org 

 

１２ 参加申込 

（１） 参加を希望する者は、次に掲げる書類（各１部）を下記期限までに提出するこ

と。 

① プロポーザル参加申込書（別紙様式１） 

② 証明書（別紙様式２） 

③ 委任状（別紙様式３） 

④ 秘密保持等に関する誓約書（別紙様式５） 

⑤ 会社概要書（別紙様式９）、会社案内（既存のパンフレット等） 

⑥ ８（４）の委託にかかる業務受託実績（別紙様式１０－１）（平成２０年４月１

日以降に受託した実績の総数および契約日の新しいものから順に１０件の詳細

について記入すること） 

⑦ ８（５）の委託にかかる済生会病院の業務受託実績（別紙様式１０－２）（平成

２０年４月１日以降に受託した実績を契約日の新しいものから順に１０件まで

記入すること） 

⑧ 決算書等、経営状態を示す資料１部（直近３年間） 

（２） 提出期限、場所 

① 期限：平成３０年 １月 ２９日（火）１７時００分（必着） 

   （電子メール、郵送等による提出は受け付けない） 

② 場所：社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部 埼玉県済生会栗橋病院 用度管財課 

埼玉県久喜市小右衛門７１４－６（０４８０－５３－０５７３） 

（３） 審査 

① 参加申込書を提出した事業者が多数の場合は提出書類等に基づく選考を行い、

提案者（次項「１３ 提案書の作成および提出」を実施する者）を５者以内に

決定することがある。 

② 参加申込書の提出者に対しては、選考の有無および結果を通知するとともに、

提案書の提出を要請する。 
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１３ 提案書の作成および提出 

（１） 作成上の注意事項 

提案書は、事業の取り組み手法等について提案を求めるものであり、当該業務

の具体的な成果品の作成や提出を求めるものではない。実施事業者決定後の具

体的な実施内容等については、提案書の内容を反映しながら協議のうえ、契約

時に決定するものとする。 

（２） 提案書の作成 

別添「仕様書」を参照のうえ、提案書（様式の指定のあるものについては正本

１部、副本１０部）を作成し、提出すること。 

① 提案書（別紙様式７および別紙様式８－１、８－２） 

② 会社概要書（別紙様式９） 

③ ８（４）の委託にかかる業務受託実績（別紙様式１０－１）および契約書の写

し等の実績証明（平成２０年４月１日以降に受託した実績の総数および契約日

の新しいものから順に１０件の詳細について記入すること） 

④ ８（５）の委託にかかる済生会病院の業務受託実績（別紙様式１０－２）（平成

２０年４月１日以降に受託した実績を契約日の新しいものから順に１０件まで

記入すること） 

⑤ ８（６）にかかる業務責任者、主任担当者の業務経歴書（別紙様式１１－１、

１１－２）および資格証の写し 

⑥ 業務委託費用見積書１部（様式任意） 

（３） 提出期限、場所 

① 期限：平成３１年 ２月  ４日（月）１７時００分（必着） 

   （電子メール、郵送等による提出は受け付けない） 

② 場所：社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部 埼玉県済生会栗橋病院 用度管財課 

埼玉県久喜市小右衛門７１４－６（０４８０－５３－０５７３） 

（４） 提案書記載内容 

提案１、提案２（別紙様式８－１、８－２参照）について、それぞれ A4 用紙、

概ね１～２ページで作成すること。なお、新病院開院にかかる事業全体のスケ

ジュールについては下記を参考にすること。 

 

（仮称）埼玉県済生会加須病院 新病院開設にかかる事業スケジュール（イメージ） 

 

※スケジュールは現時点での予定です 

2018年度

1～3 4～6 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3

新病院開設

2021年度2020年度2019年度

基本

設計
実施設計 建設工事
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１４ ヒアリング（プレゼンテーション）の実施 

（１） 提案参加者に対してヒアリング（プレゼンテーション）の機会を設ける。 

① 日程：平成３１年 ２月１２日（火）、１４日（木）（詳細は別途通知） 

② 場所：社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部 埼玉県済生会栗橋病院 

   埼玉県久喜市小右衛門７１４－６ 

（２） 実施の詳細については、対象者に別途通知する。 

（３） ヒアリングを辞退する場合は理由を明記のうえ、辞退届（様式任意）を提出す

ること。 

 

１５ 委託契約候補者の選定方法 

（１） 提案書の内容と見積額およびヒアリング（プレゼンテーション）の内容を総合

的に評価して決定する。 

（２） 最高得点を獲得した者を、第一交渉権者として選定する。委託契約を締結する

優先交渉者との詳細協議が不調の場合は、次順位以下の評価点を得た者と順位

に従い協議を行う。 

（３） 選定基準項目は、次のとおりとする。 

① 事業所の実績、体制について（３０点） 

② 業務仕様書「５ 業務の内容 （１）運営計画支援業務、（２）医療機器等整備

支援業務、（３）医療情報システム整備支援業務、（４）移転支援業務」につい

て（６５点） 

業務実施の考え方、院内会議体等の設置・開催、業務従事体制、等 

③ 業務仕様書「５ 業務の内容 （５）その他新病院開院にかかる総合調整・管

理業務」について（３０点） 

業務スケジュール、支援の進め方、各業者との調整、等 

④ 参考見積価格について（２５点） 

 

１６ 申込書類等の取扱い 

（１） 申込書類等の提出後の追加変更は認めない。 

（２） 申込書類等の作成、提出に要する費用は事業者の負担とする。 

（３） 提出された申込書類等は返却しない。 

（４） 提出された申込書類等は、複製を作成する場合がある。 

 

１７ 入札保証金 

（１） 全額免除する。 
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１８ 契約保証金 

（１） 全額免除する。 

 

１９ 支払条件 

（１） 契約書による（発注者は支払条件について、受託者と協議のうえ決定する） 

（２） 振込手数料は受託者の負担とする。 

 

２０ 契約書 

（１） 契約は、委託業者と契約条件を協議のうえ締結する。 

（２） 契約担当者は、契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ本契約は確

定しない。 

（３） 落札者は、契約書を取り交わす際に「コンプライアンス推進のお知らせ」（別紙

様式６）を２部提出すること。 

（４） 落札決定後、落札者が契約担当者の指示に従わず、速やかに契約手続きに入ら

ない場合は、落札の決定を取り消すことができる。この場合において「病院」

に損害を与えたときは、落札金額の１００分の５に相当する金額を違約金とし

て請求することができる。 

 

２１ 選定業者の除外 

 下記事項のいずれかに該当する場合は、選定業者から除外し審査の対象としない。 

（１） 提出期限までに参加申込書（「１２ 参加申込」参照）の提出がないか、提出が

遅れた者。 

（２） 提出期限までに提案書（「１３ 提案書の作成および提出」参照）の提出がない

か、提出が遅れた者。 

（３） 辞退届（様式任意、辞退理由は必須とする）により事態を表明した者。 

（４） プレゼンテーションを審査する場合に、指定時間に遅れた者。 

（５） 本要領に定める事項を無視または基本的要求事項を満たさない者。 

 

２２ 審査結果の通知 

（１） 選定委員会終了後、各審査の結果は全ての参加者に封書で通知する。 

（２） 審査結果の異議申し立ては受理しない。 

（３） 選定された業者との契約手続きは別途通知する。 

（４） 各評価項目の点数等は公表しない。 
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２３ その他 

（１） 委託契約額は、提案書添付の見積額が当然に採用されるのではなく、契約締結

交渉時の協議により業務仕様を確定した後に決定する。また、契約に際して再

度正式な見積書を提出することとする。 

（２） 受託者は、委託業務決定後において、この募集要項、仕様書等の内容について、

不明または錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。 

 

 


